
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２７年度第１回理事会会報

開催日時：平成２７年４月２９日（金）１４時００分~１７時１０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

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、中田幸博 各理事

     福山誠介、野倉敏久 両監事

欠席  ：渡辺享信 理事

議事

１）会長報告                           安田鋭介理事

  １．本会について

    ・平成２７年３月３０日、岐阜医療科学大学学位授与式並びに修了証書授与式へ

出席したとの報告がなされた。

    ・平成２７年３月３１日、平成２７年度事業計画書等を県知事あてに電子申請し

たとの報告がなされた。

    ・平成２７年４月５日、岐阜医療科学大学入学式並びに式典祝賀会へ参加したと

の報告がなされた。

    ・平成２７年６月１４日開催予定である第６６回通常総会の告示について、会告

とホームページで広報したとの報告がなされた。

  ２．日本診療放射線技師会について

    ・平成２７年４月２５日、日放技平成２７年度第１回理事会、講演会へ参加。医

学物理士の国家資格化について、日放技は反対、医学物理士が臨床に関わるの

であれば技師養成学校編入の必要性を訴える意向であること、また、法改正に

伴う業務拡大内容について、日本医学放射線学会からは医師、看護師の立会い

の必要性があるとの意見が出されていること等、理事会内容について報告がな

された。

    ・愛知、島根、大分、京都、岐阜の技師会会長によって開催する第１回ＪＣＲＴ

大会長懇話会が平成２７年５月９日に参加予定であり、今後のＪＣＲＴの運営

について協議するとの報告がなされた。

    ・Ｘ線発見１２０周年記念式典並びに講演会、記念祝賀会が平成２７年６月５日

に開催予定、これに参加予定であるとの報告がなされた。

    ・第７６回定期総会が平成２７年６月６日開催予定、これに代議員（岐阜）４名

で参加するとの報告がなされた。



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

    ・１月３０日に開催された公益法人立入検査の指導を受け、定款改正の必要性と

定款の改正箇所について資料を提示の上、改正理由等を含め説明がなされた。

改正条文は第１８条、第２８条、第３０条、第３３条、第４４条。また、規程

の改正についても、同様に資料を提示の上、説明がなされた。修正が必要とな

る規程は役員選出規程、組織規程、委員会設置および運営規程、総会議事規程、

総務委員会規程、学術教育委員会規程、表彰委員会規程、慶弔規程で、修正箇

所はいずれも「附則」に関する点であると報告がなされた。但し、定款、規程

改正点の詳細理由に関しては調査し、改めて報告するとの説明がなされた。

    審議事項

    ・平成２７年度発行の会誌を発注する業者について、見積書の資料を提示の上、

見積額の説明がなされた。提示価格が安価である業者を選出することについて

一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・第８回中部放射線医療技術学術大会の本会ホームページへのリンクについて、

４月１６日に上記学術大会副大会長から依頼があったとの報告がなされた。こ

の依頼の受諾について一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・第２８回日本消化器画像診断情報研究会静岡大会の講演活動について本会が後

援を受諾した後に、上記研究会事務局より会誌ならびにホームページへの掲載

依頼があったとの説明がなされ、広報活動について一同に諮った。会長より、

経費のかかる事業であるのか、サイズを含めたレイアウト等、どのような形式

での会誌掲載かの詳細を詰めるべきとの意見が出された。これを受け、次回理

事会までに依頼元と詳細を詰めることとなった。ホームページ掲載についても

同様に詳細を依頼元と要相談。ホームページへのリンクについては全会一致で

承認された。

    ・第８回県民公開講座の予算案について、資料を提示の上、説明がなされた。会

場をじゅうろくプラザで設定した場合とふれあい福寿会館を設定した場合の２

つの予算案が提示され、会場費が安価であるふれあい福寿会館となった際には、

ポスターの作製を検討しているとの説明がなされた。これについて、一同に諮

った。会場の選定について、県民公開講座運営会議にて集客を考慮し、会場を

選定しているはずであり、実行委員会を含めた会にて最終決定をすべきとの意

見が出された。会場の選定については、会長指示により７月開催の第２回理事

会にて決定することになった。また、運営企画する際には、会場予約の時期を

考慮し、会場を選定していくべきとの意見が出された。

    ・定款、規程改正について、詳細理由の調査後、メール会議にて審議いただくこ

とを一同に諮ったところ、全会一致で承認された。



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

    ・法人印の廃止と新調について、見積書等の資料を提示の上、破損した法人印を

新調したとの報告がなされた。

    ・放射線関連機器故障・事故事例調査の追加協力施設について、１２施設名が挙

げられ、報告がなされた。

   ・第５７回東海四県放射線技師学術大会並びにレントゲン祭第１回実行委員会を

平成２７年４月１０日開催、資料を提示の上、プログラムの報告、また、今後

の日程①愛知、三重、静岡県へ依頼状の発送（５月上旬）、②座長・発表者・シ

ンポジストの選出（６月末）、第２回実行委員会開催（８月下旬）、等、その詳

細について報告がなされた。

    ・ＪＡＲＴイベント申請参加名簿について、岐阜県イベントの参加名簿未提出分

についてＪＡＲＴからの提出依頼に対して、広報担当理事から提出した旨の報

告がなされた。

    審議事項

    ・研究会等で使用する印章を会之印、法人印は本部事業に使用することについて

一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・第６６回通常総会の内容（式次第）について、資料を提示の上、総会議事内容

は①平成２６年度事業報告、②平成２６年度収支決算および監査報告、③平成

２７年度事業計画案、④平成２７年度予算案、⑤定款改正案について、⑥諸規

程案について、⑦名誉会員推戴について、⑧業務拡大に伴う統一講習会につい

て、⑨その他、で進める旨の詳細な説明がなされた。併せて、委任状について

もその詳細な説明がなされた。この内容で総会を進め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。

    ・第１３回全国Ｘ線撮影技術読影研究会の後援依頼があったとの説明がなされ、

後援の承認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並びにレントゲン祭プログラム（企画）

案、今後の日程案について、報告事項に沿って進めることを一同に諮ったとこ

ろ、全会一致で承認された。

    ・研究会等で使用する住所ラベル・会員名簿について、研究会等の開催２週間前

までに申請することとすることを一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

４）事務局報告

  １．総務                            丹羽政美理事

    ・岐阜県議会議員選挙において、大垣市選挙区立候補者と関市選挙区立候補者に



対し、岐阜県放射線技師連盟理事長名で推薦状を提出したとの報告がなされた。

    ・平成２６年度総会資料について、５月１０日までに提出していただくことの依

頼がなされた。また、新規提案については、諮問委員会にて協議していただく

ことの報告がなされた。

  ２．庶務                            浅野宏文理事

    ・入退会申請者について、資料を提示の上、報告がなされた。

    ・行政への提出書類（電子申請）について、「平成２７年度事業計画」を平成２７

年３月３１日提出したとの報告がなされた。

    ・入退会に関する規程（案）について、資料を提示の上、作成したとの報告がな

された。

    ・稟議書（起案書、議事録）について、起案書・議事録提出の必要性について説

明がなされた。起案書は研究会や委員会等を開催する毎に提出、議事録は委員

会開催毎に提出、それぞれ事務局に提出していただくことの説明がなされた。

    

審議事項

・入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。

・入退会に関する規程（案）について協議され、提示された規程（案）を採用す

ることを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年度決算および会計監査について、平成２７年度３月３１日付けにて

決算を実施、残高一覧報告書を提示の上、その詳細が報告された。また、平成

２７年５月８日、監事による会計監査を受ける予定であるとの報告がなされた。

    ・平成２７年度研究会・分科会の助成金、地域対策費ならびに地域活動費は第６

６回通常総会閉会後に支給する予定であるとの報告がなされた。

    ・岐阜県診療放射線技師会のみの会員に対する平成２７年度会費の請求は、平成

２７年５月中旬に発送、９月３０日納入期限とする旨の報告がなされた。

    ・賛助会員３３社に対し、平成２７年度賛助会員寄付の請求を第６６回通常総会

後に発送、９月３０日納入期限とする旨の報告がなされた。

    審議事項

    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会運営費（３００，０００円）、夏季セミ

ナー運営費（５０，０００円）、総会運営委員会運営費（１００，０００円）の

予算案の確認がなされ、その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。



    ・会計規程、会費納入等規程の改正について、資料を提示の上、その詳細が報告

され、改正について一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・周年事業目的財産規程（案）について、資料を提示の上、その詳細が報告され、

一同に諮られた。諮問委員会からの周年事業に限定した規程でなく、特定資産

等として取り扱う規定とすべきとの意見を受け、規程内容の見直しを含め、継

続審議となった。

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

    ・平成２７年度診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー・夏季セミナー

について、平成２７年７月１８日（土）開催予定、プログラムを提示の上、そ

のスケジュールについて報告がなされた。

    ・業務拡大に伴う統一講習会について、岐阜県では平成２７年度第１回を平成２

７年８月２９日（土）、３０日（日）大垣市民病院、第２回を平成２７年１２月

１９日（土）、２０日（日）会場は未定で開催を予定しているとの報告がなされ

た。開催にあたりＪＡＲＴシステムを構築する必要があり、７月以降の開催な

らびに講習会参加申込が可能となる旨の説明がなされた。併せて、開催には４

名の講師が必要であり、岐阜県から選出した２名と他県（中日本地域）からの

講師派遣によって開催し、愛知、三重、静岡県と調整中である旨の報告がなさ

れた。

    ・ＪＡＲＴ基礎講習「超音波検査」を平成２８年１月３１日（日）開催予定、会

場は未定。７月中旬までにプログラム案等を作成予定であるとの報告がなされ

た。

    審議事項

    ・フレッシャーズセミナー・夏季セミナーのプログラムを提示の上、プログラム

に沿ってセミナーを開催することを一同に諮ったところ、全会一致で承認され

た。

    ・業務拡大に伴う統一講習会（岐阜県開催）の開催予定日について、一同に諮っ

たところ、全会一致で承認された。今後、本講習会を開催するにあたって、①

注腸に関する講習会、静脈注射に関する講習会を受講済みの会員が優先的に申

し込み可能、但し、参加申し込み人数が６０名に満たないと判断した時点で注

腸等講習会未受講者にも申込可能とする予定、②岐阜県以外の会員も岐阜県開

催講習会に参加申し込み可能、③４年間で岐阜県会員約７００名全会員が受講

できるようにしたい、④全国で年間５０００名の受講者を期待しており、今後

講習会開催回数の増加を検討する必要がある、旨の報告がなされた。本講習会

に関しては、日本医学放射線学会からも受講推進の申し入れがあった点におい



ても併せて報告がなされた。

６）３２ｔｈＪＣＲＴ                       丹羽政美理事

    ・第３２回ＪＣＲＴの岐阜県開催にあたり、日本放射線技術学会（第７１回総会

学術大会）、２０１５国際医用画像総合展にて、１２５社に対して開催案内と開

催協力をお願いした（実行委員７名）との報告がなされた。また、日本医学放

射線学会（第７４回総会）大会長に挨拶に赴いたとの報告がなされた。

    ・第３２回ＪＣＲＴの講演依頼を２名の先生に依頼し、受諾いただいたとの報告

がなされた。

    ・第３２回ＪＣＲＴでは岐阜県から１０企画程度の案を提出する必要がある旨、

またＪＡＲＴ企画との調整を進めていくとの報告がなされた。

７）学術事業報告

  １．学術大会                          加藤秀記理事

     第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会を平成２７年１０月２５日（日）開催

予定、第２回準備委員会を平成２７年２月２７日（金）に開催し、資料を提示

の上、その協議内容について報告がなされた。

会長から、「利益相反」「倫理」について、委員会等で検討し、学術大会に反映

できるよう進めていただきたいとの依頼がなされた。本件については、学術担

当でまとめ、総務委員会を通した上で実行委員会へ挙げる方針で進めることと

なった。

  ２．レントゲン祭並びに講演会                  吉川典子理事

     平成２７年度レントゲン祭並びに講演会について、平成２８年２月１１日（木）

開催予定、第５７回東海四県放射線技師学術大会と同時開催であり、準備を進

めているとの報告がなされた。

  ３．セミナー                          多湖博史理事

     平成２７年度診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー・夏季セミナー

について、平成２７年７月１８日（土）開催予定、プログラムを提示の上、各

理事に対して、開催にあたっての協力要請と参加促進の依頼がなされた。

８）委員会報告

  １．総務委員会                         丹羽政美理事

     平成２７年４月２３日（木）、平成２７年度第１回総務委員会を開催、議事録を

提示の上、①会長報告、各種式典への参加、ＪＡＲＴ理事会等、②副会長報告

（広報）、県民公開講座、周年事業、定款改正、規程案等、③副会長報告（学術）、



第５７回東海四県放射線技師学術大会、印章購入等、④財務報告、平成２６年

度決算および監査報告、平成２７年度技師会費等、⑤庶務・ＪＡＲＴ事業報告、

入退会、稟議書の提出、フレッシャーズセミナー、業務拡大に伴う統一講習会

等、⑥福利厚生報告、平成２６年度慶弔報告、平成２７年度事業計画等、⑦第

３２回ＪＣＲＴの開催案内ならびに開催協力、第６６回総会資料等、について

協議した内容について報告がなされた。

  ２．地域委員会                         橋本利彦理事

     １）平成２７年４月３日、岐阜県健康福祉部医療整備課より、厚生労働省にて

「いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ」のサイトが開設通知を受けたと

の報告がなされた。

     ２）各表彰について、被表彰者候補の選出方法等の現状の説明がなされた。今

後、地域理事に協力していただき、地域理事から被表彰者リストの提出を

徹底していただきたいとの依頼がなされた。併せて、会長からも被表彰者

候補の欠落がなくなるよう協力くださいとのお願いがなされた。

  ３．学術教育委員会                       増田 豊理事

     岐阜県診療放射線技師学術大会運営規程案について、学術教育委員会メール会

議にて協議したとの報告がなされた。

  ４．広報委員会（編集担当）                   三品雅美理事

     岐阜県診療放射線技師会会誌第８４巻通号１２０号について、４月１０日、広

告掲載依頼書を３５社に対し、発送したとの報告がなされた。

     また、会誌１２０号掲載予定の原稿（平成２６年１０月から平成２７年３月ま

での事業・研究会及び地域活動などの報告・抄録等）について、４月３０日ま

でにＷＯＲＤ形式で提出するよう依頼がなされた。

  ５．広報委員会（電子情報管理担当・イベント管理）        楳田雄大理事

     本会ホームページの更新１０件、地域・研究会・分科会のページ更新６件、生

涯教育カウント申請８件を施行したとの報告がなされた。また、平成２６年度

までのＪＡＲＴイベント申請報告未提出分については、未報告イベント１９件

に対し、４月３０日までに提出予定であるとの報告がなされた。広報委員会（電

子情報管理担当者会議）を平成２７年３月２３日（月）に開催し、議事録を提

示の上、報告がなされた。その内容について、総務理事から、ホームページ用

ソフト購入は数量を把握の上で広報委員会から予算を挙げていただくこと、ま

た、各研究会等のホームページ更新を速やかに遂行することの依頼がなされた。



    審議事項

    ・広報委員会（電子情報管理担当）委員の退会に伴う委員１名の交代について、

審議がなされた。現理事ならびに新理事が挙げられ、交代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

     １）日本診療放射線技師会の表彰者について、①地域役員等の功労表彰は岐阜

県会員から１名、第５７回東海四県放射線技師学術大会において表彰、②

永年勤続３０年表彰は岐阜県から１５名、第３１回日本診療放射線技師学

術大会において表彰、との報告がなされた。

     ２）岐阜県知事表彰について、先に推薦した会員１名の表彰が決定され、平成

２７年５月１５日（金）ふれあい福寿会館にて表彰式が開催されるとの報

告がなされた。

     ３）本会会長表彰（勤続３０年）について、会員１６名が対象であり、平成２

７年６月１４日（日）表彰予定であるとの報告がなされた。

     ４）本会会長表彰（地域功労）について、会員５名が対象、会長表彰（勤続３

０年）と同日に表彰予定。

     ５）日放技勤続３０年表彰被表彰候補者選出において、会員１名の推挙が欠落

した件について、謝罪された。再発防止のため、地域理事にも調査協力を

依頼し、被表彰者を選出していくとの報告がなされた。

     ６）岐阜県医療整備課の人事異動により、担当者が変更されたとの報告がなさ

れた。

  ７．社会活動                          橋本利彦理事

     特になし

  ８．厚生                            伊藤益弘理事

     チャリティーボーリング大会を平成２７年８月２日（日）、チャリティーソフト

ボール大会を平成２７年１０月１８日（日）、東海四県対抗親睦野球大会を平成

２７年１０月１１日（日）にそれぞれ開催予定としているとの報告がなされた。

チャリティーゴルフコンペの開催日は未定。また、平成２６年度慶弔報告件数

は慶事８件、弔事１２件、支出合計は１７９，１００円であったとの報告がな

された。

    審議事項



    ・各チャリティー事業の開催日について、報告事項で挙げた開催予定日で計画を

進めることを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

     特になし

  ２．女性分科会                         吉川典子理事

     第８回女性分科会を平成２７年１１月２８日（土）開催予定、内容については

シンポジウムを中心に検討中であるとの報告がなされた。また、平成２７年８

月１日（土）に開催予定である第２回ＦＲＴ九州研修会へ講演者として参加す

る旨の報告がなされた。講演者は女性分科会代表世話人。

  ３．医療情報研究会                       中田幸博理事

     平成２７年４月８日（水）世話人会を開催、第２４回医療情報研究会開催にあ

たり、日程等について協議したとの報告がなされた。

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

     第４６回Ｘ線ＣＴ研究会を平成２７年５月１６日（土）開催予定、特別講演１

題、ミニレクチャー、会員発表６題を予定しているとの報告がなされた。また、

平成２７年４月２４日（金）平成２７年度第１回世話人会を開催、次回研究会

の内容や第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会について協議したとの報告が

なされた。

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

     第５３回ＭＲ技術研究会を平成２７年６月１３日（土）開催予定、特別講演１

題、会員発表５題、特別企画としてメーカー講演５題を予定しているとの報告

がなされた。

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

     第４６回核医学談話会を平成２７年８月２２日（土）開催予定、内容は未定で

あるとの報告がなされた。

  ７．血管造影技術研究会                代理報告 増田 豊理事

     報告なし



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

     特になし

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

     第３９回超音波研究会を平成２７年６月１３日（土）開催予定、教育講演１題、

各施設における超音波レポートをテーマにシンポジウムを企画しているとの報

告がなされた。また、同日第５９回世話人会を開催予定である。

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

     第３０回乳房画像研究会を平成２７年７月２５日（土）開催予定、乳癌の化学

療法・内分泌療法についてをテーマとし、講演２題、症例発表を数題予定して

いるとの報告がなされた。

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

     第５８回放射線治療技術研究会を平成２７年６月６日（土）開催予定、内容は

教育講演１題、特別講演２題、会員発表３題を予定しているとの報告がなされ

た。

１０）地域報告

  １．岐阜地域                          萩野英俊理事

     平成２７年５月１５日（金）第４７回岐阜地域画像研究会を開催予定、併せて

弔事１件について手配したとの報告がなされた。また、各分科会、研究会の平

成２７年度世話人について、岐阜地域からの推薦者が報告された。

  ２．西濃地域                          竹島賢治理事

     平成２７年４月３０日（木）平成２７年度第１回西濃地域世話人会を開催予定

であるとの報告がなされた。また、各分科会、研究会の平成２７年度世話人に

ついて、西濃地域からの推薦者が報告された。

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

     平成２７年４月１６日（木）第３６５回中濃画像研究会を開催したとの報告が

なされた。また、各分科会、研究会の平成２７年度世話人について、中濃地域

からの推薦者が報告された。

  ４．東濃地域                          奥村 功理事

     平成２６年度上級救急救命講習会を開催、１６名の会員が参加したとの報告が



なされた。また、各分科会、研究会の平成２７年度世話人について、東濃地域

からの推薦者が報告された。

  ５．飛騨地域                          中田幸博理事

     各分科会、研究会の平成２７年度世話人について、飛騨地域からの推薦者が報

告された。

なお、上記報告を受けて総務理事より、施設の異動によって所属地域の変更が

あった場合は、異動後（現在）の所属地域より推薦していただきたいとの依頼

があった。

１１）その他

    ・会長より、次回理事会から報告の際にはパソコンを用いた方式とし、理事会時

の印刷物を省略したいとの提案がなされた。電子媒体にて作成した報告書をプ

ロジェクターにて投影し理事会を進行する方式を採用する。事前に報告書は事

務所に提出すること、報告書データの集約は事務局で行うこと、印刷代を削減

したいこと等、詳細な説明がなされた。本件について、一同に諮ったところ、

全会一致で承認された。

    ・総務理事より、第３１回ＪＣＲＴへ参加予定の方は速やかに事前登録手続きを

お願いしたいとの報告がなされた。

・次回理事会について、庶務理事より平成２７年７月１８日（土）９時３０分か

らシティホテル美濃加茂にて開催予定であるとの報告がなされた。

以上


