
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２７年度第３回理事会会報

開催日時：平成２７年１０月１０日（土）１９時００分~２１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

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、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、野倉敏久 各監事

欠席  ：加藤秀記、恒川秀樹、渡辺享信 各理事

〇議事

１）第２回理事会議事録確認

  第２回理事会議事録について、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

    ・岐阜県診療放射線技師会が開催した各事業の内容についての報告がなされた。

・岐阜県公衆衛生協議会総会ならびに協議会会長表彰式に出席した旨の報告がな

された。

・岐阜大学大学院医学系研究科 腫瘍制御学講座放射線医学分野 教授 、岐阜大学

医学部附属病院 放射線診断・ＩＶＲ、放射線治療科長に就任された先生に表敬

訪問し、その内容についての報告がなされた。

  ２．日本診療放射線技師会について

    ・第３１回 JCRT の事前参加登録数は１６００名程度との報告がなされた。

    ・日放技平成２７年度第２回理事会、ワークショップへ参加、その内容について

の報告がなされた。

    ・平成２７年度環境省委託事業について応礼に臨んだが不合格の連絡を受けた旨

の説明がなされた。

    ・第３２回 JCRT 会場視察を平成２７年８月２７日に施行した。また、岐阜県内

施設長宛てに参加、協力依頼文書を作成、発送したく、併せて表敬訪問予定で

ある旨の説明がなされた。

    ・連盟意識調査について技師連盟ホームページ上に意識調査のアンケート調査へ

の協力依頼がなされた。

    ・学術教育委員会及び生涯教育運営委員会が平成２７年９月１５日に参加、新し

い生涯教育システム運用、クリニカルラダーの一部修正、第３２回 JCRT 会場

企画案の審議等、その内容についての報告がなされた。



    ・日放技理事を自民党公認候補者とする決定の報告。

  ３．その他

・第８回中部放射線医療技術学術大会を平成２７年１１月７日、８日に開催予定

であるとの報告がなされた。

    審議事項

    ・日本診療放射線技師会理事会にて、各県理事への技師連盟加入の斡旋があった

旨の報告がなされた。併せて、技師連盟の必要性、各理事が率先して応援して

いく必要がある旨の報告がなされた。

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

    ・会誌８４巻通号１２０号の送付について、 ９月１９日（土）岐阜地域で配本が

出来なかった３名に会誌を送付した。

・本会事業である第８回県民公開講座をレントゲン週間における日放技後援の申

請をした。

・イベント予定報告書について地域理事からの内容を纏め、日放技事務局へ提出

（７月３１日）、９月号 Network Now に掲載された。

審議事項

・第８回県民公開講座について、会場がじゅうろくプラザに決定したこと、なら

びに予算案について詳細な説明がなされた。予算案に従い事業執行することに

ついて一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

・会誌に総会資料を収載しているが、総会前に総会資料を全会員に配付しており、

会誌には総会議事録と重要な変更箇所に限定して掲載することの妥当性ならび

に限定して掲載した場合の差額についての説明がなされた。会誌の費用を抑え

る為にも総会資料の掲載をなくすことについて審議された。挙手により採決を

とったところ、総会資料を収載することが過半数を占めたため、従前どおり総

会資料は収載することで承認された。

３－２）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について、ランチ

ョンセミナーの内容、座長の変更があった旨の説明がなされた。また、会員発

表、シンポジウムに関して打ち合わせ会議を開催した等、進捗状況についての

報告がなされた。

    ・第４５回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会のシンポジストの選出につい

て、消化器画像研究会代表世話人をシンポジストとして選出した旨の報告がな



された。

    ・第８回 CCRT の座長選出について、「医療情報」の座長選出は取り消し、「機器

管理」１名、「医療安全」１名を推薦したとの報告がなされた。

    ・岐阜県嚥下障害研究会後援依頼について、メール会議について承認いただいた

ことを受け、嚥下障害研究会へ講演承認通知を郵送したとの報告がなされた。

４）事務局報告

  １．総務                            丹羽政美理事

    ・プロジェクター、スクリーンの購入について見積もりを提示の上、報告がなさ

れた。

    ・事務員の契約更新（１年）についての説明がなされた。

  ２．庶務                            浅野宏文理事

    ・入会申請者６名についての報告がなされた。

    ・行政への提出書類「平成２６年度事業報告」へ特定資産等取扱い規程を追加提

出した旨の説明がなされた。

    ・マンモグラフィ講習会を岐阜県で開催するにあたって、精度管理中央委員会へ

コンタクトをとったとの報告がなされた。

    

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。

・マンモグラフィ講習会開催について乳房画像研究会と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。

  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、８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、８月３１日現在で３０社が納入、未

納４社には連絡済であるとの報告がなされた。

・平成２７年度岐阜県公衆衛生協議会年会費を９月１８日納入済み

・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９月３

０日現在で２５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。

・会誌１２０号印刷製本代を振込済み

・平成２７年度中期末決算報告について、平成２７年９月末残高報告書を提示の



上、その内容について詳細な報告ならびに説明がなされた。

    審議事項

    ・東海四県放射線技師学術大会、冬季セミナー、第８回県民公開講座の予算案の

確認並びに予算執行について、一同に諮ったところ全会一致で承認された。

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

    ・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。その内容と５７名が

受講した旨の報告がなされた。また、第２回を平成２７年１２月１９日、２０

日に開催予定、第３回を検討中である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、そ

の内容について報告がなされた。

    審議事項

    ・平成２８年度 JART 基礎講習の開催の可否について、平成２８年度には第３２

回 JCRT が開催予定であり、研究会等の負担を考慮すると基礎講習開催は困難

である旨の説明がなされた。平成２８年度基礎講習の開催について一同に諮っ

たところ、平成２８年度は開催しない方向で JART へ申請することが承認され

た。

６）３２ｔｈＪＣＲＴ                       丹羽政美理事

    ・第３１回 JCRT開催時の岐阜ブースにて第３２回JCRT岐阜大会の宣伝用に県、

各市より観光案内チラシ等をいただいたこと、また、岐阜市より観光ビデオを

借用したことの報告がなされた。

    ・日放技学術委員会にて第３２回 JCRT の会場について、資料を提示の上、予定

案が決定されたとの報告がなされた。

    ・第３２回 JCRT 拡大実行委員会を開催予定であり、その協議内容について説明

がなされた。

７）学術事業報告

  １．学術大会                          増田 豊理事

    第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会の進捗状況について、技師会ホームペ

ージへの掲載、案内状発送済み等の詳細な説明がなされた。また、今後の予定

として抄録集の印刷、次回実行委員会にて最終確認をする予定である旨の報告

がなされた。



    審議事項

    ・抄録集の発行部数について、過去の実績を踏まえた上で１５０部程度を見込ん

でいることの説明がなされた。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。

  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）

十六プラザにて開催予定、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、その参加人数等について報告が

なされた。

・冬季セミナーについて、平成２８年１月９日（土）にロワジールホテル大垣に

て開催予定であるとの報告がなされた。

８）委員会報告

  １．総務委員会                         丹羽政美理事

     平成２７年１０月２日、平成２７年度第３回総務委員会を開催、議事録を提示

の上、①会長報告、技師連盟加入のお願い、県表彰、その他②副会長報告（広

報）、第８回県民公開講座予算案、総会資料の掲載について等、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、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、親睦野球大会について等、⑦総務報告、

事務員の契約更新等、⑧３２JCRT 報告、各市より観光チラシをいただいた件に

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

   ・レントゲン週間イベントについて、「」「第３６回ぎふ市民健康まつり」を申請、

９月７日付 日放技より「第３６回ぎふ市民健康まつり」の共催名義使用の承認

を得たとの報告がなされた。

    ・岐阜県医療分野「雇用の質」向上に関する情報発信事業について、８月２７日、



厚生労働省のホームページに掲載するために岐阜県診療放射線技師会の学術活

動を岐阜県健康福祉部医療整備課へ報告した旨の説明がなされた。

  ３．学術教育委員会                       増田 豊理事

     平成２７年１０月１５日開催予定である第３２回 JCRT 打ち合わせ会議に学術

教育委員が出席予定であるとの報告がなされた。

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

・岐阜県診療放射線技師会会誌第８４巻１２０号について、編集作業ならびに第

２回編集会議を開催、その内容、８月３０日付で発送済みであるとの報告がな

された。また、その発送先について資料を提示の上、詳細な説明がなされた。

・１２１号掲載資料の提出を１１月１５日までに Word 形式にて提出いただくこと

の依頼がなされた。

    審議事項

    ・副会長報告（広報）にて審議されたため割愛

  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１３件、地域・研究会・分科会のページ更新４件、生

涯教育カウント申請９件を施行したとの報告がなされた。また、サーバメンテ

ナンスのために平成２７年１０月２４日１２時００分から２１時００分の間、

ホームページの閲覧、編集、メーリングリストの使用ができない旨の説明がな

された。

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

     １）叙勲に関する調査依頼に対し、９月９日日放技へ回答した。

     ２）第１回表彰委員会を開催、その内容について詳細な説明がなされた。この

会議の中で公衆衛生事業功労者表彰候補者１名について協議され、理事会

に推薦することが決定した。

     ３）第２回表彰委員会を開催、厚生労働大臣表彰候補者１名、岐阜県知事表彰

候補者１名、JART 役員等の功労表彰１名、JART 地区役員等の功労表彰１

名、JART 勤続３０年表彰１２名、大垣医師会会長表彰１名、本会表彰２名

を各々推薦する旨の説明がなされた。

     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。

     ５）被表彰候補者の推薦は、表彰委員会で推薦者を決定し、理事会承認を経て



表彰担当窓口に申請すべきところ厚生労働大臣表彰及び公衆衛生事業功労

者表彰は理事会承認を得ることなく申請しました。両者は、今年初めて推

薦依頼を受けたため表彰委員会への資料作成に手間取り、同委員会の開催

日が提出期限間近になってしまい結果、理事会に諮る前に提出したことに

ついて謝罪された。

     審議事項

     ・各種被表彰者を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。

  ７．社会活動                          橋本利彦理事

     各地域で開催される社会活動について、また、その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。

  ８．厚生                            伊藤益弘理事

     １）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。その参加

人数等について報告がなされた。

     ２）親睦野球大会について、中止となった経緯について詳細な説明がなされた。

     ３）チャリティーソフトボール大会を平成２７年１０月１８日開催予定であり、

各地域毎の参加人数を集計することの報告がなされた。

     ４）チャリティーゴルフコンペの開催を検討中であるとの報告がなされた。

     審議事項

     ・親睦野球大会について、本年度は中止することについて審議したところ、全

会一致で承認された。今回のような不足な事態が発生しないためにも、親睦

野球大会の運営については各県技師会担当者との打ち合わせを綿密に進め

るべきとの意見があった。

９）分科会・研究会報告

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

     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（日）開催予定、内容についてそ

の詳細が報告された。また、平成２７年８月１日（土）第２回 FRT 九州研修会

に講演者として参加したとの報告がなされた。



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

     協賛メーカーの交代について、詳細な説明がなされた。

  ４．Ｘ線ＣＴ研究会                       増田 豊理事

     第４７回Ｘ線ＣＴ研究会は第１９回岐阜県放射炎技師学術大会への参画として

予定、また、同日、平成２７年度第３回世話人会を開催予定である旨の報告が

なされた。

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

     世話人会を平成２７年９月１日開催、次回研究会の内容等について協議したと

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、参加人数、内容等

について、また、同日開催された世話人会にて開催次回談話会の内容について

協議したとの報告がなされた。

  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、参加人数、

内容について報告がなされた。また、同日開催された世話人会の協議内容につ

いても併せて報告がなされた。

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

     １）第４１回消化器画像研究会を平成２７年１２月１２日（土）開催予定、そ

の内容について報告がなされた。

     ２）第４５回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会にシンポジストとして会

員１名を推薦した旨の説明がなされた。

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

    第４０回超音波研究会は第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会への参画とし

て予定、同日、第６０回世話人会の開催を予定し、次回研究会の内容等につい

て協議する予定であるとの報告がなされた。

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、参加人数、その



内容等について、また、同日世話人会を開催、その協議事項についての報告が

なされた。

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

    特になし

１０）地域報告

  １．岐阜地域                          萩野英俊理事

     平成２７年７月３１日第４７回岐阜地域役員会を開催、その内容についての報

告がなされた。また、弔事３件についての報告がなされた。

  ２．西濃地域                          竹島賢治理事

     平成２７年９月１７日（木）平成２７年度第２回西濃地域世話人会を開催、第

２回画像研究会の内容等について協議したとの報告がなされた。また、表彰２

名についての報告がなされた。

  ３．中濃地域                         小野木満照理事

     平成２７年８月１９日（水）第３６９回中濃画像研究会、平成２７年９月１６

日（水）第３７０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。９月１６日には役員会を開催し、社会活動、表彰候補者

等について協議したとの報告がなされた。

  ４．東濃地域                          奥村 功理事

     １）平成２７年１０月４日（日）に開催された第３１回岐阜県病院協会医学会

へ、後援として参加したとの報告がなされた。

     ２）東濃地域で開催される３社会活動についての報告がなされ、参画予定であ

るとの報告がなされた。

  ５．飛騨地域                          中田幸博理事

     平成２７年１０月４日（日）開催された第２６回市民健康まつりへ社会活動と

して参画、その内容等についての報告がなされた。

１１）その他

    ・がんの在り方に関する検討会の開催に伴い、乳がん検診の視触診を行わない方

向になった。医師の立会いの必要性がなくなることに対して、技師会としての

対応を報告いただきたい。（吉川理事）



    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会のシンポジストの会費滞納者の会費納

入状況についての確認がなされた。滞納されていた２名の会費納入状況につい

ては学術担当理事が確認することとなった。

    ・次回理事会の開催日について、平成２８年１月９日（土）９：３０～、場所は

未定となった。

以上


