
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２７年度第２回理事会会報

開催日時：平成２７年７月１９日（土）９時３０分~１２時００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、

山口博司、竹島賢治、奥村 功、中田幸博 各理事

     福山誠介、監事

欠席  ：恒川秀樹、渡辺享信 各理事

     野倉敏久 監事

〇議事

１）その他

  １．第１回理事会議事録確認

     第１回理事会議事録が承認された。

  ２．総会運営委員会報告               総会運営委員会

  ・第６６回総会の活動報告

     総会運営委員会を３回開催、メール会議を２回開催、各運営会議の内容ならび

に総会開催までの経緯ならびに総会開催にあたっての会計報告がなされた。総

会当日の集合時刻等の連絡不備、来賓祝辞の時間配分等についての反省が述べ

られ、総会資料発送時には正会員数を総会運営委員会へ報告するよう技師会へ

の依頼がなされた。また、総会議事録を作成、事務所に提出した旨の報告がな

された。

    審議事項

    ・第１回総会運営委員会から総会開催までの期間、総会運営委員会委員長が事務

所へ入所できる権限を得ることについて審議された。総務理事より事務員に申

請することで入所可能となるとの意見が出され、承認された。

    ・総会運営委員会運営費の取り扱いについての質問に対し、財務理事より４月以

降より活動開始することで円滑に予算執行できるとの報告がなされた。併せて、

次回総会のために今年度中に活動開始する必要がある場合は技師会本部より捻

出するとの報告がなされた。

    ・総会出欠確認のはがきを総会当日持参される会員が存在するために集計が煩雑

であるとの説明がなされ、次回総会より前日までに郵送等にて届いたもののみ

有効とすることについて審議された。集計が煩雑となり、集計数の誤差を避け



ることを重視し、次回より前日までに届いたもののみ有効票とすることとなっ

た。

    ・総会会告の郵送の必要性について審議された。会告の発送は必要との説明がな

され、会告単独での郵送費を削減するために会誌と同封にて発送することで承

認された。

    ・役員選出についての案内を３月１日付でホームページへ掲載することについて

審議された。例年通りの日程であることを踏まえ、承認された。

    ・第６７回総会の開催日について、総会資料として役員立候補者一覧等掲載のた

めに総会資料作成に時間を要する可能性がある旨の説明がなされ、６月下旬の

提案がなされた。県への提出書類を考慮し、６月中旬を有力候補として検討し

ていくこととなった。

    ・次回総会より役員選出を１号議案とすることの提案がなされた。役員選出の集

計と議事の集計が重複することとなり、より煩雑さが増すことを懸念し、従来

通り運営することで承認された。

    ・次回運営委員会の選出について、各地域理事からの推薦等にて選出することの

依頼がなされた。独立委員会であるため、総会運営委員が推薦すべき、但し、

各地域理事からも相談役としての立場で候補者を検討することで承認された。

併せて、来年度７月までに候補者を擁立する旨の説明がなされた。

２）会長報告                           安田鋭介理事

  １．本会について

    ・平成２６年度事業報告書提出について、周年事業の準備資金として特定費用準

備金を計上しており、周年事業開催年度である平成２８年度には遊休財産保有

限度額超過は解消する見込みである旨の報告がなされた。

    ・岐阜県からの依頼である環境科学研究所へ管理士分科会代表世話人を講師とし

て擁立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

    ・日本診療放射線技師会畦元理事を自由民主党へ参議院議員としての推薦状を岐

阜県診療放射線技師会として提出させていただいたとの報告がなされた。

    ・６月５日、６日開催された１２０周年記念式典ならびに総会に出席した。

    ・７月２５日、２６日に平成２７年度第２回理事会ならびにワークショップが開

催される予定であり、参加予定である。

    ・業務拡大に伴う統一講習会岐阜県開催は申込が開始され、定員である６０名に

達している。

    ・レントゲン週間について、日本診療放射線技師会より共催依頼があり、地域理

事中心に進めていきたい。



  ３．その他

・１１月７～８日、CCRT が福井県にて開催される。他イベントと日程が重複し

ている点に触れ、早期に宿泊先の決定を勧めた。

    ・岐阜県より第４５回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会、日本消化器がん

検診の会の開催案内とシンポジストの推薦依頼があり、進行中である。

    審議事項

    ・レントゲン週間のイベント共催について、地域委員会委員長が日本診療放射線

技師会と進めていくことについて審議され、承認された。

    ・第４５回日本消化器がん検診の会のシンポジスト選任について、消化器画像研

究会を中心に決定していくことについて審議され、承認された。

    ・CCRT 開催時、開催県技師会へその慰労を兼ねて地酒（３，０００円程度）を

贈ることについて審議され、承認された。

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

    ・レントゲン週間のイベントについて、①イベント申請する必要がある、②日本

診療放射線技師会の後援について調整中、③７月２４日を期日とし、各地域理

事は今年度の社会活動の報告を挙げる

    審議事項

    ・第８回県民公開講座はじゅうろくプラザにて開催予定であるが、未だ会場が確

定していない状況である旨の報告がなされた。代替案であるふれあい福寿会館

にて開催されることを想定した予算案について報告すべきであるが、予算案の

提出期日をじゅうろくプラザの借用の有無が決定する９月２日まで延長してい

ただくことについて審議され、承認された。

    ・第３６回市民健康まつりの申請をレントゲン週間として岐阜地域から進めるこ

とについて審議され、承認された。

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

    ・第５７回東海四県放射線技師学術大会ならびにレントゲン祭の進捗、８月下旬

から９月上旬には第２回実行委員会を開催予定である旨の説明がなされた。

    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会開催の進捗について報告がなされた。

    審議事項

    ・研究会等における学生発表について、現在、岐阜県診療放射線技師会は職能団

体であることから学生による演題発表は認められていない現状報告がなされた。



今後は、拓かれた技師会、その後の入会にも関連することから学生発表を推進

したい旨の説明がなされた。これについて、意見を求めたところ、研究会等で

の学生による演題発表等を認めることで学生の参加も期待できる、学生にも発

表する機会を与える意味でも有効であるとの意見が挙がった。これを受けて、

学生による発表を認めることについて審議したところ、承認された。学術教育

委員会を中心にその方針等について検討し、理事会にて報告、必要であれば規

程の改正を進めていくことで決定した。また、学生発表の方針が正式に決定す

るまでの期間の学生発表の可否についても審議したところ、承認された。各研

究会等担当理事には学生発表が認められたことを各研究会等にて報告すること、

発表者は診療放射線技師養成校の学生であることが付け加えられた。

    ・学生ならびに他県技師会会員（日本診療放射線技師会非会員）からの参加費に

ついての質問に対し、各研究会等で統一することを学術教育委員会で検討する

ことで継続審議となった。

４）事務局報告

  １．総務                            丹羽政美理事

    ・日本診療放射線技師会畦元理事を参議院議員として推薦したことを受け、日本

診療放射線技師連盟による意識調査を実施していただきたい旨の説明がなされ

た。

    審議事項

    ・技師連盟による意識調査を岐阜県から発信することについて審議したところ、

承認された。

    ・事務員の雇用契約更新について審議したところ、承認された。

    ・事務員時間給の昇給について審議したところ、全会一致で承認された。昇給金

額については、財務理事によって検討していただくことが決定した。併せて、

事務員の勤務時間外業務の減少に協力いただく旨の説明がなされた。

  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２６年度事業報告」を平成２７

年６月３０日に提出、定款改正の報告を平成２７年７月１６日に提出したとの

報告がなされた。

    ・日本診療放射線技師会から依頼のあった「フレッシャーズセミナー参加者と入

会数に関する調査」を回答したとの報告がなされた。

    ・CCRT ポスターを岐阜県技師会員施設へ配布した。



    

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。

・会員１名から終身会員申請があったことの報告がなされ、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。

  ３．財務                            松野俊一理事

    ・平成２７年度県技師会費納入状況について、５月３１日現在で納入者３２４名、

納入期限が９月３０日であるため各研究会並びに各地域画像研究会でアナウン

スしていただくことの報告がなされた。

・平成２７年度賛助会員会費請求について、９月３０日納入期限として平成２７

年７月１０日請求案内を発送したとの報告がなされた。

・平成２６年度県技師会費未納入会員は平成２７年５月３１日現在で２５名、各

理事施設未納会員への会費納入依頼がなされた。

・事務局の労働保険を６月１８日、国庫へ納入した。

・平成２７年度技師会会誌１２０号広告料納入状況について、平成２７年７月１

０日現在で９社から広告料が納入されており、納入期日は９月１日となってい

るとの報告がなされた。

・賛助会員納入等規程改正についてメール会議にて承認されたことを受け、５月

２３日に改正した旨の報告がなされた。

・東濃画像研究会委託事業費を平成２７年７月１３日振込済み。

・各地域・研究会平成２７年度予算について、平成２７年度予算内で事業を施行

して頂きたい、残金は一般会計へ移すことの説明がなされた。

    審議事項

    ・福利厚生費であるチャリティボウリング大会助成金、東海３県野球大会助成金、

チャリティソフトボール大会の助成金について、その予算案を提示の上、予算

執行について審議され、承認された。

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）大垣市民病院で開催。静脈注射（針刺しを

除く）に関する講習会修了者対象のプログラムで実施し、申込定員で 60 名に達



したとの報告がなされた。

    ・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。超音波研究会と協議中であるとの報告がなされた。

    審議事項

    ・業務拡大に伴う統一講習会について岐阜県開催平成２７年度第２回の受講制限

についての質問があり、第２回も受講資格は静脈注射に関する講習会受講者で

あるとの回答がなされた。

    ・業務拡大に伴う統一講習会は、平成２７年度内に岐阜県で２回開催する予定で

あることの説明がなされた上で、平成２７年度内に３回以上開催することにつ

いて意見を伺ったところ、開催する方向で進めたいとの意見が大半であった。

日本診療放射線技師会へ岐阜県では平成２７年度内に３回以上開催することを

提案することで承認された。

６）３２ｔｈＪＣＲＴ                       丹羽政美理事

    ・実行委員の追加されたこと、実行委員は第３１回日本診療放射線技師学術大会

視察に赴くことについて報告がなされた。

    ・講師依頼書、趣意書の作成を進めていることの報告がなされた。

    ・第３２回日本診療放射線技師学術大会のポスターが完成したことの報告がなさ

れた。

    審議事項

    ・実行委員とその役職について、資料を提示の上、説明がなされた。これについ

て審議したところ、承認された。

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について、開催予定、プログラムにつ

いての詳細な説明がなされた。今後のスケジュールならびに実行委員会の開催

日、８月中に案内状の発送を予定している旨の報告がなされた。

  ２．レントゲン祭                       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、プログラム、業務分掌が提示さ

れ、説明がなされた。

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、JART 通常総会へ参加、ＪＡＲＴ理事会等、その他②副

会長報告（広報）、レントゲン週間イベントについて等、③副会長報告（学術）、

第５７回東海四県放射線技師学術大会、第１９回岐阜県診療放射線技師学術大

家について等、④財務報告、平成２７年度技師会費納入状況について等、⑤庶

務・ＪＡＲＴ事業報告、入退会、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、チャリティーボウリング大会について等、⑦電

子情報報告、本会ホームページの更新について等、⑧総務報告、事務員の契約

更新、技師連盟意識調査について等、について協議したとその内容について報

告がなされた。

  ２．地域委員会                         橋本利彦理事

     １）会誌の配付方法について検討している。各地域理事から意見を集約し、今

年度中に決定、理事会にて承認いただく予定であるとの報告がなされた。

     ２）各地域の社会活動等のイベント申請は各地域で申請していくこと、また、

日放技の名義後援依頼等の運用方法については、広報担当理事と地域委員

会にて検討中であることの報告がなされた。

     審議事項

     ・会誌１２０号の配付方法についての問い合わせに対し、従来通り、各地域に

配布することの説明がなされた。

  ３．学術教育委員会                       増田 豊理事

     特になし

  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８４巻通号１２０号について、広告掲載依頼書

を送付した３５社のうち、２６社より掲載依頼があったと報告がなされた。併

せて、第１回編集会議を開催したとの報告がなされた。



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

     本会ホームページの更新１０件、地域・研究会・分科会のページ更新８件、生

涯教育カウント申請１０件を施行したとの報告がなされた。また、日放技会報

Network Nowに都道府県技師会の実施する市民向けイベントを掲載するために

今年度の社会活動内容について申請用紙等の記載依頼をしたとの報告がなされ

た。メーリングリストの使用方法についての説明がなされた。

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

     １）各種表彰について、その詳細について決定された。

     ２）岐阜県公衆衛生協議会について、岐阜県技師会会員１名が表彰された。

     ３）名誉会員の推戴について、理事会での承認、総会での決定を受けて、通知

文を送付した。

     ４）各種表彰について、地域理事から８月２１日までに申請することの依頼。

     上記についての報告がなされた。

  ７．社会活動                          橋本利彦理事

     社会活動にて使用されるパネル等の貸出依頼状況についての報告がなされた。

予定されている社会活動について、日放技の後援申請を検討することの依頼が

なされた。

  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）開催予定であるとの

報告がなされた。本件の開催案内の送付がないことについての謝罪があった。

慶弔手続き方法を統一していただくことの依頼がなされた。

９）分科会・研究会報告

  １．放射線管理士分科会                    増田 豊理事

     ・技師会所有の電離箱式サーベイメータを会員施設に貸し出し。

     ・岐阜県保健環境研究所所内研修会（平成２７年６月３０日）へ講師を派遣。

     ・市民からの放射線に関する質問への回答をした。

     上記に関する報告がなされた。

     総務理事より、編成名簿の提出依頼がなされた。

  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１２月６日（日）開催予定、内容についてはシ



ンポジウムにて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）に開催予定であるとの報告がなされた。また、世話人編成についての報

告がなされた。

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

     平成２７年７月４日（土）第２４回医療情報研究会開催にあたり、参加人数等

の報告がなされた。また、世話人編成についての報告がなされた。

  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。参加人数等の報

告がなされた。また、同日、平成２７年度第２回世話人会を開催、第１９回岐

阜県診療放射線技師学術大会への参画、次回研究会について協議したとの報告

がなされた。世話人編成についての報告がなされた。

  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、参加人数等につ

いての報告がなされた。同日開催された世話人会では、次回研究会について協

議したとの報告がなされた。世話人編成についての報告がなされた。

  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、内容は決定さ

れ、各施設へ案内を送付予定であるとの報告がなされた。また、同日世話人を

開催予定。

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

     第４３回血管造影技術研究会を平成２７年９月１２日（土）開催予定であると

の報告がなされた。総務理事より、編成名簿の提出、過去の報告事項の提出な

らびに報告依頼がなされた。

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

     平成２７年度第１回世話人会を平成２７年７月２４日に開催予定であり、その

内容について、世話人編成についての報告がなされた。

  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、その内容について

の報告がなされた。また、同日第５９回世話人会を開催、次回研究会の内容に



ついて協議したとの報告がなされた。世話人編成についての報告がなされた。

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、その内容に

ついて、また、同日世話人会を開催予定であるとの報告がなされた。世話人編

成についての報告がなされた。

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、参加人数と

内容についての報告がなされた。同日、世話人会を開催、次回研究会について

協議したとの報告がなされた。世話人編成についての報告がなされた。

     審議事項については、副会長報告の際に審議されたため割愛。

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、その内容に

ついての報告がなされた。併せて会員１名（岐阜地域）が表彰されたとの報告

がなされた。

     会長より、技師会より推薦され表彰される会員は可能な限り表彰式には出席い

ただきたいとの依頼がなされた。

  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、平

成２７年６月１８日第１回画像研究会を開催、その内容についての報告がなさ

れた。また、表彰２名を推薦したこと、弔事１件について手配したことの報告

がなされた。

  ３．中濃地域                         橋本利彦理事

     平成２７年４月１６日（木）第３６５回中濃画像研究会、平成２７年５月１３

日（水）第３６６回中濃画像研究会、平成２７年６月１７日（水）第３６７回

中濃画像研究会、平成２７年７月１５日（水）第３６８回中濃画像研究会を開

催、それぞれの参加人数、内容についての報告がなされた。

  ４．東濃地域                          奥村 功理事

     平成２７年７月２日（木）第１回東濃地域理事会を開催、その協議内容につい

ての報告がなされた。岐阜県病院協会医学会の共催にあたり、岐阜県病院協会



からの協力要請についての報告がなされた。

  ５．飛騨地域                          中田幸博理事

     平成２７年７月１１日（土）第１回飛騨地域勉強会を開催、その内容等につい

ての報告がなされた。

１１）その他

    ・各施設への協力要請についての問い合わせがあった。これに対し、会長より、

日放技中澤会長との連名で依頼文書作成の必要があり、協力依頼文書送付が遅

れている旨の説明がなされた。

    ・次回理事会の開催日について、平成２７年１０月１０日（土）１５：００～岐

阜県診療放射線技師会事務所となった。

以上


