
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２６年度第６回理事会議事録

開催日時：平成２７年１月１０日（土）１０時００分~１２時３５分

開催場所：レールシティ大垣駅前 １階 会議室

出席者 ：安田鋭介、小野木満照、増田 豊、丹羽政美、浅野宏文、松野俊一、楳田雄大、

橋本利彦、伊藤益弘、三品雅美、加藤秀記、吉川典子、多湖博史、萩野英俊、

恒川秀樹、山口博司、竹島賢治、奥村 功 各理事

     福山誠介、野倉敏久 両監事

委任状出席：渡辺享信、中田幸博 各理事

議事

１）第５回理事会議事録確認

    第５回議事回議事録が提示され、内容について一同に諮ったところ全会一致で

承認された。

２）会長報告                           安田鋭介理事

  １．本会について

    ・平成２６年１１月１６日（日）１７：００ 第３２回日本診療放射線技師学術

大会の会場に理事６名で視察に行った。また、平成２７年２月１６日には日放

技会長、他数名を含めた視察が行われる予定であると報告がなされた。

    ・第３２回日本診療放射線技師学術大会準備委員会を開催し、準備委員の編成、

業者選定を行ったと報告がなされた。業者選定には費用並びに運営の効率性を

考慮したことについて詳細な説明がなされ、その業者によるプレゼンを行った

と報告がなされた。

    ・国民医療を守るための岐阜県集会が平成２６年１２月６日（土）に開催され、

理事４名が参加。社会保障の充実を推進していく必要があるとの決議について

説明がなされた。

    ・東海学院大学短期大学部放射線技術科創設に関する協議について、現況として

入学希望者や病院受け入れ数等のモニタリング中であるが、実質的には凍結中

である旨の説明がなされた。今後も注視が必要と報告がなされた。

    ・県病院協会新年役員懇談会の開催予定、併せて公益法人監査の日程について報

告がなされた。

  ２．日本診療放射線技師会について

    ・自由民主党診療放射線技師制度に関する議員懇話会設立総会が平成２６年１１

月４日（火）に開催、出席したと報告がなされた。岐阜では２名の衆議院議員

が懇話会のメンバーであるため、今後の事業開催毎に開催案内をする旨の説明



がなされた。

    ・診療放射線技師給与の調査について、回答協力の要請がなされた。

    ・衆議院議員選挙への対応とし、２名の議員に対し推薦状を届けたと報告がなさ

れた。

    ・静脈注射に関する講習会、基礎講習「消化管撮影」について、開催報告並びに

開催予定であると報告がなされた。

  ３．中日本地域について

    ・第７回中部放射線医療技術学術大会が平成２６年１１月１日～２日にかけて開

催、その内容について、併せて、併催された会長会議、ＣＣＲＴ委員会の内容

の報告がなされた。

    ・第５６回東海四県放射線技師合同学術大会が平成２７年２月１５日開催予定、

講師、シンポジストを推薦したと報告がなされた。

３）副会長報告（広報）                     小野木満照理事

  ・日放技ヒヤリング・意見交換への協力について、広報担当理事に意見を求める依頼

   をし、①技師会環境改善として、事務所対応改善②法律改正として「医師・歯科医

師の指示」を削除、上記２点の回答を得たと報告がなされた。

  ・情報システムの課題への回答について、１１月２６日（水）日放技へ提出し、併せ

て、１月９日（金）役員へ配信した旨、報告がなされた。

  ・会員名簿の誤植について、１２月２５日（木）訂正シールを賛助会員３４社にお詫

び文書を添付し送付したと報告がなされた。

  ・第７回県民公開講座について、資料を提示の上、生活情報誌 GiFUTO（岐阜市内に

は１６４,２６５部配布）に掲載したと報告がなされた。

  ・第５回広報委員会（編集担当）について、１月５日（月）開催。賛助会員からの依

頼の件（広報・編集委員会報告にて詳細記載）は継続審議、会員名簿の校正の件は

２月発行予定の会誌に同封する旨の報告がなされた。

  ・国民医療を守るための岐阜県集会が平成２７年１２月６日（土）開催。決議文を採

択したと報告がなされた。

  ・葬儀式・告別式参列について、会長の名代として参列。慶弔規程に基づき弔電・供

花を手配したと報告がなされた。

  審議事項

  ・名誉会員推戴について、２名の会員に対して推薦、要件を満たすことの詳細な説明

がなされ、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。また、申請様式が未だ用

意されていないことについて説明がなされた。申請様式が提示され、次回理事会ま

での継続審議となった。



４）副会長報告（学術）                      増田 豊理事

  ・第１８回岐阜県診療放射線技師学術大会を平成２６年１１月１６日（日）に開催、

   平成２６年度冬季セミナーを本日平成２７年１月１０日（土）開催予定であること、

内容等について報告がなされた。

  ・平成２６年度レントゲン祭並びに講演会について、平成２７年２月１１日（水）開

催予定、その内容について報告がなされた。

  ・第５６回東海四県放射線技師学術大会について、平成２７年２月１５日（日）開催

予定。座長、講師、シンポジストの選出依頼があったため、推薦したとの報告がな

された。

  ・放射線関連機器故障・事故事例調査の協力施設の依頼について、放射線機器管理士

分科会委員長から協力施設の追加依頼があったと説明がなされた。３月末日までに

協力施設を決定するとの報告がなされた。また、ＭＲによる「吸着事例」の調査依

頼に対しては、１７施設から回答いただけるよう手配したとの報告がなされた。

  ・第７回Ｘ線撮影技術読影研究会の後援依頼について、電子媒体による会議で承認を

得たことの報告がなされた。

  審議事項

  ・第５６回東海四県放射線技師学術大会の岐阜県会員選出について、一同に諮ったと

ころ、全会一致で承認された。

  ・第５７回東海四県放射線技師学術大会（レントゲン祭並びに講演会併催）を平成２

８年２月１１日に開催予定、テーマについて「超高齢社会で求められる放射線診療」

である旨の詳細な説明がなされ、本事項について一同に諮ったところ、全会一致で

承認された。

  ・創立６５周年式典事業について、平成２８年に開催する通常総会後に単独解するこ

との説明がなされ、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ・機器故障調査について、従来から調査している施設から平成２７年４月までと記載

があるが、新たに依頼のかかった１２施設と入れ替えか、との問い合わせについて、

副会長より従来の１７施設は継続調査との報告がなされた。

５）事務局報告

  １．総務                            丹羽政美理事

    ・事務員について、１月末日をもって１名が退職することに伴い、事務員募集を

かけ、１月４日、９日に会長、副会長、総務で面接を行った。また、面接内容

について詳細な報告がなされ、面接官を担当した３名の意見を集約し、決定し

た１名の紹介がなされた。



    ・コスタ県庁前（技師会事務所マンション）第２２期通常総会について、参加、

内容について報告がなされた。次年度から公益社団法人岐阜県診療放射線技師

会として理事に就任する旨の説明がなされた。

    ・１２月１１日事務所内ガス点検を実施、終了したと報告がなされた。

    ・第３２回日本診療放射線技師学術大会第１回準備委員会について、資料を提示

の上、開催したとの報告がなされた。入札、協議した結果、最安値であった２

社にプレゼンを行い、準備委員会としては２社で企画・運営をお願いすること

としたことについて詳細な説明がなされた。また、学術大会テーマ「がん診療

に挑む－私たちが担うこと－」が提示され、詳細について説明がなされた。併

せて、リーフレット、名刺についての詳細が説明され、共に１月３０日までに

意見を集約するとの報告がなされた。

    ・東海学院大学短期大学部放射線技術科創設に関する協議を実施したとの報告が

なされた。

    ・県医療整備課監査について、日程、監査内容、必要書類等の説明がなされた。

    ・４６都道府県、賛助会員、関連施設等に年賀状を送付したと報告がなされた。

また、年賀状について研究会等で講演依頼した先生等、送るべき宛先があれば

指摘していただくことの説明がなされた。

    審議事項

    ・面接の結果に選定した事務員１名について、面接を担当した３名に一任してい

ただくことを一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・第３２回日本診療放射線技師学術大会準備委員会の編成名簿が提示され、一同

に諮ったところ、全会一致で承認された。また、第１回準備委員会にて検討し

た企画・運営会社の選定について一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

併せて、会長より、京都技師会から京都学術大会実行委員として参画依頼があ

ったと説明があった。会長が実行委員として参画、第３２回学術大会運営の参

考としていくとの報告がなされた。

  ２．庶務                            浅野宏文理事

    ・入会、退会等申請者について、資料を提示の上、報告がなされた。

    ・岐阜県診療放射線技師会のみ入会している会員の会員番号について、事務員よ

り会員番号の始めを英数字とすることの提案あり、その理由について説明がな

された。

    ・公益法人に係る監査の日程について、報告がなされた。

    審議事項



    ・入会、退会申請者について一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・岐阜県のみ会員の会員番号について、会員番号始めを「Ｇ」とすることについ

て、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ３．財務                            松野俊一理事

    ・平成２６年度県技師会費について、１１月３０日現在で１３３名の未納会員、

１社の未納賛助会員がいるとの説明がなされた。併せて、未納者リストが提示

され、理事より会費納入の催促をお願いする旨の説明がなされた。

    ・技師会会誌１１９号の広告料納入状況について、納入済み広告料につい１１社

から納入されたとの報告がなされた。

    ・平成２７年度事業計画書案並びに予算案について、事業計画書案並びに予算案

を配信、１月３１日までに提出、第７回理事会で平成２７年度予算案を提示し

たいとの説明がなされた。

    ・技師会事務所賠償責任保険について、継続のために２８，４８０円支出したと

の報告がなされた。

    審議事項

・２年以上会費未納者に対する対応について、対象者は８名。会員資格喪失付未

納者請求文を１月中に発送し、納入期限は２月２８日とする旨の説明がなされ

た。今後は６月に催促文、１１月に事務局から連絡、１月に資格喪失案内（納

入期限は２月末、３月理事会で資格喪失）とすることの詳細な説明がなされ、

一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・退会時会費未納分の納入義務について、会費等納入規程に加えるとの詳細な説

明がなされた。一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・福利厚生費、チャリティゴルフコンペ助成金として、予算案の確認と予算執行

について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

６）ＪＡＲＴ教育事業報告                     浅野宏文理事

  ・静脈注射（針刺しは除く）に関する講習会を平成２６年１１月３０日（日）に開催、

   参加人数等詳細について報告がなされた。

  ・ＪＡＲＴ基礎講習「消化管撮影」について、平成２７年１月２５日（日）に開催

予定。参加申し込み人数は開催最小人数に達したと報告がなされた。

・平成平成２６年度第１回中日本地域教育委員会が平成２６年１１月１日（土）に開

催され、平成２７年度ＪＡＲＴ基礎講習、岐阜県は「超音波検査」等、協議内容に

ついて報告がなされた。

・平成２６年度第２回教育委員幹事会議について、資料を提示の上、平成２６年１２

月７日（日）に開催されたと報告なされた。内容は①平成２６年度事業報告②平成



２７年度事業計画③業務拡大に伴う統一講習会④新生涯教育システムについて④そ

の他、特に業務拡大に伴う統一講習会について、詳細な報告がなされた。

・平成２７年度ＪＡＲＴ基礎講習（岐阜県）について、内容は「超音波検査」、平成

２８年１月２４日（日）に開催予定とすることが超音波研究会世話人会との協議の

結果、決定した旨の説明がなされた。

審議事項

・平成２７年度 JART 基礎講習「超音波検査」（岐阜県）の開催日を平成２８年１月

２４日（日）とすることについて審議した結果、当日は他団体の研究会と日程が重

なる点が指摘され、その他のスケジュールとすり合わせ、決定していくことで継続

審議となった。

・業務拡大に伴う統一講習会の講師養成講習会への選出者（岐阜県）について、詳細

な説明がなされた。講師となり得る会員リストを入手した後、改めて理事会にて協

議することで継続審議となった。

７）学術事業報告

  １．学術大会                          加藤秀記理事

    ・第１８回岐阜県診療放射線技師学術大会を平成２６年１１月１６日（日）に開

催。その内容と収支報告について資料を提示の上、詳細な報告がなされた。

・大会の総括として第５回実行委員会を平成２６年１２月１０日（水）に開催し、

その内容について議事録を提示の上、詳細な報告がなされた。

  ２．レントゲン祭                        吉川典子理事

     平成２６年度レントゲン祭及び講演会を平成２７年２月１１日（祝日）に開催

予定、その内容、業務分掌等について資料が提示され、報告がなされた。また、

平成２７年度レントゲン祭については平成２８年２月１１日（祝日）に開催予

定、会場、第５７回東海四県放射線技師学術大会と併催、内容は未定であると

の報告がなされた。

    審議事項

     平成２６年度レントゲン祭及び講演会の内容並びに講師について、また、案内

の発送について、その業務分掌一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ３．セミナー                          多湖博史理事

     平成２６年度冬季セミナーを平成２７年１月１０日（土）開催予定。そのプロ

グラム、内容について提示、報告がなされた。



８）委員会報告

  １．総務委員会                         丹羽政美理事

     第６回総務委員会を平成２６年１２月２５日（木）に開催したと報告がなされ

た。内容については、議事録が提示され、①会長報告として、第３２回日本診

療放射線技師学術大会準備委員会について等②副会長報告（広報）として、情

報システムの課題、会員名簿の誤植の対応、表彰等について③副会長報告（学

術）として、各種学術事業、放射線機器関連協力施設について等④財務担当理

事報告として、２年以上の会費滞納者への対応について等⑤庶務担当理事報告

として、岐阜県のみの会員の会員番号について等⑥ＪＡＲＴ学術担当報告とし

て、各種事業、教育委員会での協議事項について等⑦福利厚生担当理事報告と

して、会員の慶弔時の対応、慶弔規程の改定について等⑧電子情報管理担当理

事報告として、県技師会ホームページの会員登録化について等⑨総務担当理事

報告として、事務員の募集・面接、第３２回日本診療放射線技師学術大会の企

画・運営会社について等、上記について協議されたと要約の報告がなされた。

  ２．地域委員会                         橋本利彦理事

     岐阜県健康福祉部医療整備課からの「いきいき働く医療機関サポート Web」（厚

生労働省において、医療機関の勤務環境の改善に向けての参考となる情報や勤

務環境の改善を目指す際の参考となる好事例などを掲載するウェブサイトで現

在開発中）への情報提供依頼について、説明がなされた。依頼項目は①勤務環

境の改善・向上②多様な働き方が可能な環境の整備③就業の整備④キャリアア

ップ・人材育成の４項目で本会が該当した④について、各種研究会・セミナー

を開催していると回答したとの報告がなされた。

  ３．学術教育委員会                       増田 豊理事

    ・平成２６年度学術教育委員会を平成２６年１１月１６日（日）開催、その内容

について報告がなされた。

    ・岐阜県診療放射線技師学術大会運営規程について、規程案が提示され、その内

容の説明がなされた。

    ・日本診療放射線技師会への要望を学術・広報の意見を取りまとめ、JART の担当

理事へ報告する旨の説明がなされた。報告事項は①イベントシステムの早期復

活②「業務拡大に伴う統一講習会」受講料の分割納入方法の検討③技師会連盟

の組織図・要綱等であると詳細な説明がなされた。

    審議事項



    ・岐阜県診療放射線技師学術大会運営規程案を次回理事会までの継続審議とし、

理事会と学術教育委員会で修正していくことについて、一同に諮ったところ、

全会一致で承認された。

    ・日本診療放射線技師会への要望項目について一同に諮ったところ、全会一致で

承認された。

    ・第１８回岐阜県診療放射線技師学術大会の優秀演題表彰について、学術担当理

事より座長から推薦を受けた旨の説明がなされ、その推薦者について一同に諮

ったところ、全会一致で承認された。

  ４．広報・編集委員会                      三品雅美理事

    ・岐阜県診療放射線技師会会誌第８３巻通号１１９号について、広告掲載依頼書

を送付した３５社（非賛助会員１社含む）中、２６社より依頼があったと報告

がなされた。

・第８３巻１１９号の第１回編集会議を平成２７年１月５日（月）に開催。賛助

会員より本会機関誌が国会図書館に寄贈されているために一般の方々が閲覧可

能であるため、現在掲載されている広告が薬事法に抵触する可能性について指

摘があったとの説明がなされ、その詳細について情報収集中であると報告がな

された。また、第２回、第３回をそれぞれ１月中旬、１月下旬に開催予定、発

刊は１月下旬予定であると報告がなされた。

  ５．広報・電子情報・イベント管理                楳田雄大理事

    ・本会ホームページについて１２件の更新

    ・生涯教育のカウントについて８件の申請

    ・社会活動イベントについて４件の申請

    ・平成２６年度第７回県民公開講座について、平成２７年２月１１日（水）に開

催予定、リーフレットを各施設に配布、中広に広告掲載したとの報告がなされ

た。

    審議事項

     岐阜県診療放射線技師会ホームページを会員向け、一般向けで分割する必要性

について、また、構築するために費用がかかる旨の説明がなされた。予算申請

することについて一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

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

    ・日本診療放射線技師会被表彰者について、地域功労として会員１名を推薦した

と報告がなされた。



    ・日本診療放射線技師会会長表彰被表彰候補者について、推薦候補者の会費完納

が確認でき、日本診療放射線技師会会員の資格が回復したため推薦した。

    ・第４回表彰委員会を１月８日（木）開催。岐阜県知事表彰被表彰候補者１名の

推薦について審議中であると報告がなされた。併せて、仮に表彰委員会で推薦

が決定した時は、メール会議による理事会にて審議頂きたい、との要望に対し

全会一致で承認した。

    ・第５回表彰委員会を平成２７年２月２０日（金）開催予定であるため、それま

でに功績調書、履歴書、表彰要件を記した書類等を提出する必要性について説

明がなされた。

  ７．社会活動                          橋本利彦理事

     特になし

  ８．厚生                            伊藤益弘理事

    ・都道府県対抗親睦野球大会が平成２６年１１月９日（日）開催され、内容、参

加人数等について報告がなされた。また、チャリティゴルフコンペを平成２７

年３月８日（日）に開催予定であると報告がなされた。

    ・会員の慶弔時の対応について、第５回理事会で承認された「立替業務から事務

局財務に移行」の実務運用方法を各地域理事と協議した結果を提示、説明がな

された。

    ・慶弔規程について、改正案が提示され、説明がなされた。

    審議事項

    ・会員の慶弔時の対応変更について、「電報は web サイトを利用、供花は web を

利用せず、請求席を本会とする」運用方法について一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。

    ・慶弔規程の改定案について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

９）分科会・研究会報告

  １．放射線管理士分科会                     恒川秀樹理事

     電離箱サーベイメーターを放射線施設漏洩線量測定目的として１施設に貸し出

した（平成２６年１１月１０日～１１月１７日）と報告がなされた。その他、

第１９回大垣市・市民の健康広場、第３４回市民健康まつり、平成２６年度岐

阜県原子力防災訓練に参加、その内容について報告がなされた。

    ・会長より地域としての活動についての報告が記載されてあるとの指摘がなされ、



地域と協議し、分担を明確にしていただきたいとの要望があった。

  ２．女性分科会                         吉川典子理事

     第７回女性分科会を平成２６年１２月６日（土）に開催、その内容、参加人数

等について報告がなされた。また、第７回県民公開講座に担当分科会として参

加すると報告がなされた。

  ３．医療情報研究会                    代理 増田 豊理事

     特になし

  ４．Ｘ線ＣＴ研究会                       加藤秀記理事

     特になし

  ５．ＭＲ技術研究会                       萩野英俊理事

     ＭＲ技術研究会世話人会を平成２６年９月２７日（月）、１１月２９日（土）に

開催、その内容について報告がなされた。第５２回ＭＲ技術研究会を平成２６

年１１月２９日（土）に開催し、内容、参加人数等について報告がなされた。

  ６．核医学談話会                        多湖博史理事

     第４５回核医学談話会を平成２７年２月２１日（土）開催予定であると報告が

なされた。

  ７．血管造影技術研究会                 代理 小野木満照理事

     第４１回血管造影技術研究会を載１８回岐阜県診療放射線技師学術大会の一部

を企画運営したとして開催し、その内容について報告がなされた。また、第４

６回世話人会を開催し、次回研究会、世話人会の日程、内容等について協議し

たと報告がなされた。第４２回血管造影技術研究会は平成２７年３月７日（土）

開催予定。

  ８．消化器画像研究会                      奥村 功理事

     第４１回消化器画像研究会が平成２６年１１月１５日（土）に開催され、その

内容、参加人数等について報告がなされた。同日、平成２６年度第２回消化器

画像研究会世話人会を開催、その内容について報告がなされた。

  ９．超音波研究会                        竹島賢治理事

     第３８回超音波研究会が平成２６年１１月８日（土）に開催され、内容と参加



人数等について報告がなされた。同日、第５８回超音波研究会世話人会が開催

され、次回研究会、JART 基礎講習について協議したと報告がなされた。

１０．乳房画像研究会                       三品雅美理事

     第２９回乳房画像研究会について、平成２７年２月７日（土）に開催予定、そ

の内容について報告がなされた。

１１．放射線治療技術研究会                    山口博司理事

     第５７回放射線治療技術研究会を平成２６年１２月６日（土）に開催、内容と

参加人数について報告がなされた。併せて、同日に第５７回放射線治療技術研

究会世話人会を開催、次回研究会について協議したと報告がなされた。

    審議事項

    ・世話人の交代について、現世話人の勤務先が変更したことに伴い世話人交代案

が提示された。会長より、現世話人の任期が平成２７年開催の総会までである

ことから、現世話人のまま（世話人交代なし）で運営していただきたいとの意

見があり、承認された。

    ・他県から参加する診療放射線技師を会員扱いするか否かの問いに対し、会長よ

り日本診療放射線技師会の会員であれば他県施設所属の技師でも岐阜県会員扱

いするとの報告がなされた。また、会長から研究会の運営について、他団体と

の共催の場合は他団体と協議の上、本会研究会運営規程に則り運営することの

要望がなされた。

    ・理事会様式について、開催案内と委任状を送付することとすること、研究会様

式については、岐阜県診療放射線技師会の芳名録を使用することの報告がなさ

れた。

１０）地域報告

  １．岐阜地域                          萩野英俊理事

     岐阜地域画像研究会を平成２６年１０月２０日（月）に開催、その内容と参加

人数について報告がなされた。平成２６年１１月２日（日）に開催された岐阜

市健康まつりに参加、内容並びに参観人数について報告がなされた。１名の弔

事、１名の慶事について報告がなされた。

  ２．西濃地域                          竹島賢治理事

     平成２６年度第２回西濃画像研究会を平成２６年１１月２７日（木）に開催、

その内容と参加人数についての報告、また、第３回西濃画像研究会を平成２７



年１月２２日（水）に開催予定であると報告がなされた。岐阜県診療放射線技

師会長表彰について、西濃地域から２名推薦すると報告がなされた。

  ３．中濃地域                      代理 小野木満照理事

     第５回理事会報告として、第３５７回中濃画像研究会を平成２６年８月２２日

（金）、第３５８回中濃画像研究会を平成２６年９月１０日（月）に開催、その

内容と参加人数について報告がなされた。第６回理事会報告として、チャリテ

ィソフトボール大会への参加、「関市健康フェスティバル」へ参加したと報告が

なされた。また、第３５９回中濃画像研究会を平成２６年１０月２４日（金）

に開催し、その内容と参加人数についての報告、その他、関市政功労表彰１名、

第１８回診療放射線技師学術大会準備委員会開催予定について報告がなされた。

  ４．東濃地域                          奥村 功理事

     社会活動として、平成２６年１０月１９日（日）に開催された土岐市健康祭「第

４０回健康を守る市民の集い」、平成２６年１１月９日（日）に開催された平成

２６年度多治見市健康祭「たじみ子育て楽市楽座」に参加、その内容と参加人

数について報告がなされた。また、平成２６年１２月１８日（木）には第２回

東濃地域理事会を開催、その内容について報告がなされた。

    審議事項

    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会の開催日及び会場について審議され、

日程は平成２７年１０月４日（日）、場所は準備委員会で話し合うとのことで承

認された。また、第１回準備委員会を平成２７年１月２３日（金）に開催する

との報告がなされた。

  ５．飛騨地域                       代理 増田 豊理事

     平成２６年度第１回飛騨地域勉強会が平成２６年１１月２６日（水）に開催さ

れ、その内容と参加人数について報告がなされた。また、平成２７年３月に第

２回を開催予定であると報告がなされた。

１１）その他

・電子情報管理委員の任期と委嘱状について、ある委員の任期が誤っているのではと

の問い合わせがあった。庶務理事より、確認、対応するとの返答がなされた。

  ・日本診療放射線技師会へ挙げる要望事項のうち、日本診療放射線技師連盟について

の要望は学術担当から挙げるべき項目か、との問い合わせについて、副会長（学術

担当）からすべての要望をとりまとめ報告するとの返答がなされた。



  ・賛助会員が開催するセミナーについて、参加斡旋の報告がなされた。

  ・次回理事会について、平成２７年３月２１日（土）１５：００から開催するとの報

告がなされた。

以上


