
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２５年度第５回理事会議事録

開催日時：平成２６年３月２２日（土）１４時１５分～１６時３０分

開催場所：公益社団法人岐阜県診療放射線技師会事務所

１．議事

１）総会運営委員会報告                     河田 有弘会員

   総会運営委員会委員長が安田鋭介会長より招集され、理事会に参加。第１回総会運

営委員会の報告がなされた。

   次回総会時の役員選出について、告示内容、立候補・推薦届出書、資格の確認等に

ついて説明がなされた。内容について、挙手にて採決した結果、全会一致で承認さ

れた。その後、総会運営委員会委員長は退席した。

２）会長報告                       会長 安田 鋭介理事

   １）本会について

    ・平成２５年度冬季セミナーの実施

      日時：平成２６年１月１１日（土）１４：３０～１８：３０

      場所：ロワジールホテル大垣３階「ソーレＡ」

  ・第５４回全国国保地域医療学会の後援について

      後援依頼に対して後援団体になることを承諾し、承諾書を返送した。

      主体：岐阜県国民健康保険団体連合会、第54回全国国保地域医療学会

・「岐阜県肺がん検診の精度管理のための技術的指針」について

岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会肺がん部会が作成した「岐阜県肺が

ん検診の精度管理のための技術的指針」を受け取り、会員への周知を依頼さ

れた。

主体：岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会肺がん部会、岐阜県健康福祉

部保健医療課

・一般社団法人岐阜県病院協会 新年役員懇談会

     日時：平成２６年１月１７日（金）１８：００～１９：３０

会場：岐阜グランドホテル「長良の間」

      出席者：安田

・第３０回岐阜県病院協会医学会の後援について

     後援団体になることを承諾し、承諾書を返送した。

主体：岐阜県病院協会医学会

・平成２３年東北地方太平洋沖地震による福島県に対する義援金の受領書

      受領書を確認した



・平成25年度レントゲン祭の実施

     日時：平成２６年２月１１日（火・祝）１０：００～１２：３０

会場：岐阜県立図書館 １階 多目的ホール

・第６回県民公開講座の実施

     日時：平成２６年２月１１日（火・祝）１３：３０～１６：３０

会場：岐阜県立図書館 １階 多目的ホール

・第２６回日本消化器画像診断情報研究会 愛知大会 懇親会

日時：平成２６年３月１日（金）

会場：Ｄスクエア 「スクエアプラザ」

出席者：安田会長

・岐阜医療科学大学『平成２５年度学位授与式・修了証書授与式』への参加

日時：平成２６年３月２６日（水）１０：００～

会場：岐阜医療科学大学 早緑ホール

出席予定者：安田会長

・岐阜医療科学大学『平成２６年度入学式』への参加

日時：平成２６年４月４日（金）１０：３０～

会場：関市文化会館

出席予定者：総務担当丹羽理事

・岐阜県立下呂温泉病院 新病院竣工式・内覧会への招待

日時：平成２６年４月１９日（土）１０：３０～

会場：下呂交流会館

出席予定者：増田副会長

２）日本診療放射線技師会について

    ・診療放射線技師基礎講習「MRI」の実施

日時：平成２６年１月２６日（日）８：５５～

会場：岐阜大学医学部附属病院医学部棟 大会議室

      参加者：浅野担当理事、丹羽理事、安田会長、他

３）中日本地域について

   ・第５５回東海四県放射線技師学術大会と会長会議への参加

日時：平成２６年２月１６日（日）９：００～１６：００

会場：アクトシティ浜松コングレスセンター ４１会議室

  会長会議：平成２５年２月１６日(土) １２：００～

   出席者：小野木、増田副会長、安田

上記について、報告がなされた。

３－１）副会長報告                  副会長 小野木満照理事



   １）第６回県民公開講座について

     日時：平成２６年２月１１日（火・祝）１３：３０～１６：３０

会場：岐阜県立図書館 １階 多目的ホール

      参加人数：１０８名

     開催報告並びに収支報告がなされた。

   ２）広報委員会（電子情報管理担当者会議）について

      日時：平成２６年２月１１日（火・祝）１７：３０～１９：００

      場所：岐阜県診療放射線技師会事務所

      出席者：１３名

     ホームページ運用規程・広報委員会規程、電子情報管理担当者会議の開催時期、

県民向けのホームページ作成等について協議されたと報告された。また、慶弔

連絡・報告、入退会等について会員に周知していただけるよう地域理事へ広報

のお願いがなされた。

３）新入会員への会誌送付について

  新入会員９名に会誌第１１６号を送付したと報告があった。

４）葬儀参列について

  会長の名代として参列したと報告がなされた。

   審議事項

   ・会誌の掲載内容について、現在の会誌発刊までの流れの説明がなされたうえで原

稿の提出期限を厳守いただくよう依頼があった。

会長より発刊までの期間を極力短縮したいとの意見があった。広報担当理事より

編集作業行程の関係で発刊までの期間を短縮することは困難であるとの発言がな

されたが、会員に新しい情報を提供するために少しづつ間隔を縮める方向で進め、

その方法については委員会で協議していくことで承認された。

３－２）副会長報告                 副会長 増田 豊 理事

   ・平成２５年度冬季セミナー

     日時：平成２５年１月１１日（土）１４：３０～

     会場：ロワジールホテル大垣 ３階 「ソーレＡ」

     参加者：７８名

・平成２５年度レントゲン祭並びに講演会

     日時：平成２５年２月１１日（日） ９：４５～１１：３０

場所：岐阜県図書館 １階 多目的ホール

参加者：１０３名

・第５５回東海四県放射線技師学術大会



     日時：平成２６年２月１６日（日）９：００～１６：００

     場所：アクトシティ浜松コングレスセンター４１会議室

参加者：２２１名 岐阜県―３２名（非会員１名）

・平成２６年度都道府県対抗親睦野球大会について

    参加呼びかけチーム：愛知県 三重県 滋賀県 岐阜県

   開催予定日：平成２６年５月１７日（土）・１０月４日（土）

    場所：鈴鹿医療科学大学グランド

・第１０回全国Ｘ線撮影技術読影研究会

日時：平成２６年６月１４、１５日（土・日）

会場：群馬県 県民健康科学大学

上記について、開催並びに開催予定であると報告がなされた。

４）事務局報告

  １）総務                        代理 松野 俊一理事

   ・理事会報告書の提出方法について、押印済みの書類を提出すること、ファイル名

を統一することの説明があった。例）H25-4-53
   ・総会資料の提出を４月末までに提出。また、各担当理事が修正をかけたものを提

出するよう依頼があった。

  ２）庶務                           浅野 宏文理事

   ・入会、退会者について説明があり、全会一致で承認された。また、入退会等の報

告について、各申請書・入金等が確認された時点で電子媒体による報告、承認を

とり、理事会にてまとめて報告すると説明があった。

  ３）財務                           松野 俊一理事

   ・平成２５年度岐阜県診療放射線技師会費について

     平成２６年２月２８日現在で納入済み会員６３７名、未納会員９６名と報告が

なされた。未納者へ会費納入の請求を依頼した。

   ・平成２６年度県技師会費請求について

     日本診療放射線技師会会費と岐阜県診療放射線技師会会費を合算請求するとの

報告があった。

     請求案内文：平成２６年３月３１日発送予定（JART から）

     納入期限：平成２６年９月３０日

   ・平成２５年度決算について

     各研究会等の３月収支報告は４月２日必着



審議事項

・平成２６年度事業計画、予算書（案）、資金調達及び設備投資の見込みについて

平成２６年度（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）事業計画、

収支予算案および資金調達および設備投資の見込みを記載した書類についての報

告がなされた。

    議長は、別添平成２６年度事業計画およびこれに伴う収支予算書案を配布し平成

２６年度の事業計画および収支予算案について詳細な説明を行った。これを一同

に諮ったところ、執行に係わる細部については会長に一任することで、全員一致

をもって承認された。また、議長は、資金調達および設備投資の見込みを記載し

た書類について、当法人は資金調達および設備投資の見込みがない旨を説明し、

一同これを承認した。

５）ＪＡＲＴ教育事業報告                    浅野 宏文理事

  １）静脈注射（針刺しは除く）に関する講習会

     日時：平成２６年５月２５日

     場所：木沢記念病院

    定員５０名で開催予定であると報告がなされた。

６）学術事業報告

  １）学術大会                       代理 増田 豊理事

   ・第１８回岐阜県診療放射線技師学術大会

    日時：平成２６年１１月１６日（日）

    場所：岐阜医療科学大学 早緑ホール

    各研究会等へシンポジスト、座長の選出依頼中であると説明がなされた。

  ２）レントゲン祭                       吉川 典子理事

   ・平成２５年度レントゲン祭並びに講演会

日時：平成２６年２月１１日（火）祝日 １０：００～１２：００

場所：岐阜県図書館

参加者：１０２名

   ・平成２６年度レントゲン祭並びに講演会

日時：平成２６年２月１１日（火）祝日 １０：００～１２：００

場所：岐阜県図書館

   上記について、開催、収支報告並びに開催予定であると報告がなされた。



  ３）セミナー                         三木 一孝理事

   ・平成２５年度冬季セミナー

     日時：平成２５年１月１１日（土）１４：３０～

     会場：ロワジールホテル大垣 ３階 「ソーレＡ」

平成２５年度冬季セミナーについて、報告があった。

７）委員会・担当報告

  １）総務委員会                     代理 松野 俊一理事

   ・平成２５年度第５回総務委員会

日時：平成２６年３月７日（金）１９：００～２１：００

場所：岐阜県診療放射線技師会事務所

     出席者：８名

     内容：会長、副会長、総務、庶務、財務、ＪＡＲＴ教育、地域、その他

総務委員会（平成２６年３月７日）について、その内容の報告があった。

   

   審議事項

   ・総務委員会規程、学術教育委員会規程について一部改訂箇所について説明があり、

一同に諮ったところ全会一致で承認された。

  ２）地域委員会                        橋本 利彦理事

   ・岐阜県診療放射線技師会ののぼりについて

     地域イベント等で使用するのぼりについて、見積もり等の説明がなされた。購

入について一同に諮ったところ全会一致で承認された。

     色彩については今後進めていくとの説明がなされた。

  ３）学術教育委員会                      増田 豊 理事

   ・平成２５年度総会運営委員会招集について

     第１回総会運営委員会を１月３１日開催されたと報告がなされた。

   

   審議事項

   ・役員選出規程の改定について

    役員選出規程の一部改定について説明がなされた。協議の結果、一同に諮ったと

ころ全会一致で承認された。

  ４）広報・編集委員会                     加藤 統子理事

・岐阜県診療放射線技師会誌第８１巻通号１１７号について



     第３回編集会議

      日時：平成２６年２月２７日（木）１８：３０～２２：３０

     場所：東海中央病院 面談室

参加者：３名

      内容：編集・校正、発行日：平成２６年２月２８日（金）

・事業・研究会等の報告、抄録原稿について

  平成２６年３月までの事業報告等の提出依頼があった。４月末まで

   審議事項

   ・消費税上昇に伴い、県技師会誌の定価を変更すべきか協議したところ、現状維持

全会一致で承認された。

  ５）広報・電子情報・イベント管理               野田 孝浩理事

   本会ホームページの更新、地域・研究会・分科会のページ更新、生涯教育のカウ

ント申請、社会活動イベント実績について報告があった。

６）表彰委員会                        小野木満照理事

   １）会長表彰について

   会長表彰（地域功労）被表彰候補者の推薦があったと報告がなされた。

７）社会活動                         橋本 利彦理事

   特になし

８）厚生                        代理 小野木満照理事

   特になし

８）分科会・研究会報告

  １）放射線管理士分科会                    石原 匡彦理事

  ２）女性分科会                        吉川 典子理事

  ３）医療情報研究会                      纐纈 和人理事

  ４）Ｘ線ＣＴ研究会                   代理 増田 豊 理事

５）ＭＲ技術研究会                      萩野 英俊理事

６）核医学談話会                       三木 一孝理事

７）血管造影技術研究会                    加藤 秀記理事

８）消化器画像研究会                     水野 辰彦理事

  ９）超音波研究会                       竹島 賢治理事



  １０）乳房画像研究会                     加藤 統子理事

  １１）放射線治療技術研究会                  古川 晋司理事

  各研究会、分科会担当理事から研究会の開催報告があった。

  各研究会、分科会担当理事から研究会の開催（予定）事業等の報告があった。

９）地域報告

  １）岐阜地域                         萩野 英俊理事

  ２）西濃地域                         竹島 賢治理事

  ３）中濃地域                         古川 晋司理事

  ４）東濃地域                         水野 辰彦理事

  ５）飛騨地域                         纐纈 和人理事

  各地域理事から各地域で開催（予定）、参加事業等について報告があった。

   審議事項

   ・慶弔規程について

    告別式等への参列について、地域理事等への負担を極力軽減させるためには規程

の改廃が必要であるとの説明がなされた。協議した結果、次回理事会までの継続

審議となった。

１０）その他

  １）平成２５年度第４回理事会議事録確認

    協議の結果、承認された。

２）県技師会費滞納者（２年以上）について

   ・県技師会費を２年以上滞納者について、事務員から電話にて接触していただき、

退会の意思等があるかの確認を取って頂いたと報告があった。確認がとれた未納

入会員についての退会は理事会メールにて報告、承認を取るという形で進めてい

くと説明がなされ、全会一致で承認された。

退会意思があるにも関わらず会費納入しない会員についての処分については継続

審議となった

  ３）次回理事会について

   ・次回理事会は平成２６年５月１８日（日）１５：００～岐阜県診療放射線技師会

事務所にて開催するとの報告がなされた。

以上


