
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２７年度第４回理事会会報

開催日時：平成２８年１月９日（土）９時３０分~１３時００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、

山口博司、恒川秀樹、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  ：渡辺享信 理事

議事

１）総会運営委員会報告、第２回ならびに第３回理事会議事録確認

  １．総会運営委員会報告

・立候補届け出書類提出期日の説明

・役員選出方法について、記入式で施行する。

・委任状について、総会前日までに届いたものを有効票とする。

・総会業務担当について、写真１名、表彰手伝い１名、議事録署名人２名を選出

する。

上記についての説明がなされた。

・次回総会運営委員選出について、地域理事からの推薦もしくは指名にて行う意

向であるとの説明がなされた。

・今後のスケジュールについて、資料を提出の上、詳細な説明がなされた。

  ２．第２回ならびに第３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

    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会が１０月２５日に開催され、盛会裏に

開催できたとの報告がなされた。

・原子力防災訓練について、事前研修等に本会から４名参加いただいた。

・第３１回 JCRT について２２名参加した、岐阜ブースの設置、視察を行った。

第３２回 JCRT に向けての準備ができた旨の報告がなされた。併せて、第３２

回 JCRT の開催案内と開会式臨席のお願いに岐阜県庁、看護協会、臨床工学士

会へ総務理事と赴いたとの報告がなされた。

・国民医療を守るための岐阜研修会へ理事５名が出席した。

・遊休財産保有限度額超過について、その経過と原因について詳細な説明がなさ

れた。また、公認会計士の指導の下に、年度内の改善計画報告書を作成、根拠



となる資料を添えて提出した。平成２７年度内に超過解消する手段についても

報告がなされた。

・病院協会役員懇談会、レントゲン祭並びに第５７回東海四県放射線技師学術大

会、第８回県民公開講座が開催予定となっている旨の報告がなされた。

  ２．日本診療放射線技師会について

    ・業務拡大に伴う統一講習会を岐阜県で開催、参加人数は２８名であったとの報

告がなされた。

・日放技医療安全対策委員会が開催され、RI検査に係る事故防止策の徹底、自己

調査団の結成等について協議されたとの報告がなされた。

・拡大理事会ならびに「あぜもと将吾を囲む会」について、理事会へ参加、資料

を基にその内容について報告がなされた。これに関連し、医学物理士国家資格

化への対策委員会設立について、日本診療放射線技師会としては診療放射線技

師が医学物理士の約８０%占めているため、診療放射線技師によって医学物理分

野を担えると考えている旨の報告がなされた。

・第３２回 JCRTの運営方法について、若干の変更があったとの報告がなされた。

詳細は実行委員から報告されるとの説明がなされた。

・「あぜもと将吾を支える診療放射線技師会の会」設立について、各都道府県にお

いて任意団体『あぜもと将吾を支える放射線技師の会』を設立し、さらに支持

の輪を拡大させるとともに、他協力団体との連携の円滑化を図ることを目的と

して設立されたと報告がなされた。疑義照会の充実等、これからの職域を担保

するためにも国政への進出が求められている旨の説明がなされた。   

  ３．その他

・第８回 CCRTが開催され、同日開催された会長会議について、その内容が報告

された。

  審議事項

    ・技師連盟加入、協力の必要性、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、日本診療放射線技師連盟への加入と寄付の依頼がなされた。こ

れについて、一同に諮ったところ、日本技師連盟の活動報告を明確にすべきと

の意見が出された。これに対し、連盟の議事録を配信すること、また、技師連

盟ホームページ等を参照いただきたいとの回答がなされた。また、技師会員全

員にこの件について認識できていないため、今回の寄付は理事のみの有志で寄

付してはいかがとの意見があがり、技師会として寄付できると良いとの意見も

出された。岐阜県診療放射線技師会及び理事有志で寄付することについて、一



同に諮ったところ、全会一致で承認された。

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

    ・第８回県民公開講座の開催予定について、リーフレットへの配付先等、現況報

告がなされた。また、県民へのアナウンスをお願いする旨の説明がなされた。

リピーターへの会参加への斡旋を進めていきたい。県民公開講座の費用対効果

についての詳細な説明がなされ、今後の運営会議にて議論していくとの報告が

なされた。

・公開講座の印刷物について、相見積をとって事業を進めるとの報告があり、あ

けぼの会へのリーフレット配布を検討いただきたいとの意見が出され、一度、

会事務所へ赴き、配布する方向で検討することとなった。

・６５周年事業記念式典ならびにレントゲン祭について、開催予定について、ワ

ーキンググループを設立し、進めていくとの説明がなされた。ワーキンググル

ープメンバーは伊藤、楳田、小野木各理事、石原総務委員。

・会議費の支出についての調査の結果、現在は統一されていないとの報告がなさ

れた。今後統一すべきとの説明がなされた。

審議事項

    ・会議費（食事代）の支払いについて、理事会、委員会、地域役員会の会議費は、

会議時間は２時間以上であること、会議の時間帯が食事時であることの２点を

満足する場合に限り、支払うことができること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。会議費（食事代）は計上しないと認識し

ているがいかがかとの意見に対し、今後は技師会として助成するとの意見があ

った。

３－２）副会長報告（学術）                    増田 豊理事

    ・冬季セミナーについて、来賓挨拶等のスケジュール等についての詳細な説明が

なされた。

・第５７回東海四県診療放射線技師学術大会について、案内状を各県技師会なら

びに岐阜県会員に配布するとの報告がなされた。ランチョンセミナーで用意す

る弁当数は過去の学術大会を参考に調整す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の参加者は１４３名、詳細は担当理事

から報告があるとの説明がなされた。

・第８回 CCRTの参加状況等についての報告がなされた。併せて、同日開催され

た会長会議について、議事録を提示の上、その内容について報告がなされた。

地方技師会のみ入会の技師会員について、CCRT参加登録費は無料となった等、



協議されたと報告がなされた。

審議事項

・総会議事録署名人２名の署名と押印のみで良いため、定款の改正が必要である

旨の説明がなされ、定款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。また、総会運営委員の選出方法について、地域理事からの推薦で選出す

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。

４）事務局報告

  １．総務                            丹羽政美理事

    ・コスタ県庁前（事務所）理事会に出席。その内容について、報告がなされた。

・例年通り、年始の挨拶として年賀状２００枚を配送したとの報告がなされた。

・岐阜県技師会事務所の無線ルータの故障に伴い、ルータを購入した旨の説明が

なされた。

審議事項

・岐阜県診療放射線技師会学術事業に使用するパソコンの経年劣化に伴い、３台

を更新することについて、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

・岐阜県診療放射線技師会事務所インクジェット複合機の経年劣化に伴い、１台

を購入することについて、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ２．庶務                            浅野宏文理事

    ・入会５名、退会１名、出産・育休に伴う会費免除５名の申請があったとの報告

がなされた。

・遊休財産保有限度額超過に関する報告書の提出依頼に伴い、必要書類を提出し

たとの報告がなされた。詳細は財務担当理事より報告。

・第３２回日本診療放射線技師学術大会について、岐阜県診療放射線技師会が委

嘱する実行委員へ委嘱状を発行予定である旨の説明がなされた。

    

審議事項

・各種申請者について、一同に諮ったところ全会一致で承認された。

  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、未納者への対応として、１２月２

１日納入依頼配信した。２年以上未納者については１月初旬に督促状を送付し、

未納者は次回理事会で会員資格喪失の審議をとるとの報告がなされた。



・賛助会員会費未納の２社に対し、対応する旨の説明がなされた。

・平成２８年度事業計画書案並びに予算案について、理事会メールについて配信、

次回理事会で平成２８年度予算案を提示、承認を得たい旨の報告がなされた。

・遊休財産保有限度額超過に対して、県医療整備課へ報告書を提出した旨の報告

がなされた。その内容、ならびに理事会運営について等詳細な報告がなされた。

・非営利法人のための運営上の重要課題研修に楳田理事が出席したとの報告がな

された。

審議事項

・福利厚生事業チャリティーゴルフコンペについて、予算案の確認及び予算執行

について審議したところ、全会一致で承認された。

・特定資産等取扱規程（案）について、資料を提示の上、その詳細な説明がなさ

れた。この内容で進め、メール会議にて進めることで承認された。

・事業費消耗品費支出について、事業推進のために事業消耗品購入のための支出

の必要性について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。

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、第２回を平成２７年１２月１９日、２０

日岐阜県立多治見病院にて開催、参加申込者は３０名であったとの報告がなさ

れた。第３回は開催日等を検討した結果開催を見送ることの報告がなされた。

また、平成２８年度第１回を大垣市民病院で開催よていであること、講習会講

師を岐阜県から２名選出することについて報告がなされた。

    ・基礎技術講習について、「超音波検査」を開催予定であること、平成２８年度は

JCRT開催に伴い、スキップすること、平成２９年度は「CT」で進めることの

説明がなされた。

    ・平成２７年度第１回中日本地域教育委員会が開催され、参加。基礎技術講習、

統一講習会について協議されたとその内容について報告がなされた。

    審議事項

    ・平成２８年度第１回業務拡大に伴う統一講習会の開催について、平成 2２８年度

以降の業務拡大に伴う統一講習会講師の選出について、一同に諮ったところ、

全会一致で承認された。

６）３２ｔｈＪＣＲＴ                       丹羽政美理事

    ・第３１回 JCRTへ視察を兼ねて参加、報告書を提示の上、内容について報告が



なされた。

・３２ｔｈJCRT拡大実行委員会を平成２７年１１月１９日、１２月１４日に開催

したとの報告願された。

・岐阜県医療整備課、岐阜県医師会、岐阜医療科学大学、岐阜県薬剤師会、岐阜

県病院協会、岐阜県看護協会、岐阜県臨床工学士会 JCRT開催にあたり、協力

要請のための挨拶に赴いた。また、岐阜県臨床検査技師会、岐阜県理学療法士

会には案内状を送付したとの報告がなされた。

・第３２回 JCRTホームページを開設した旨の報告がなされた。

・第３２回 JCRTの進捗状況について、資料を提示の上、趣意書を１４５社へ送

付、プログラムを提示し、その内容について報告がなされた。１／２９までに

JARTへ提出する旨の説明がなされた。２／１参加登録可能、５／５演題登録（延

長は１回まで）、６月末までに演題採択通知を送付する予定であるとの説明がな

された。

審議事項

・実行委員推薦について、各研究会・分科会・談話会の代表世話人９名および岐

阜医療科学大学より推薦のあった４名、外国人応対実行委員２名を岐阜県診療

放射線技師会からの実行委員として推薦したい旨の説明がなされた。これにつ

いて、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

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開催内容、参加人数、収支報告等に

ついて、資料を提示の上、詳細な説明がなされた。また、学術大会の総括が報

告された。

  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年度冬季セミナー開催にあたり、メール会議を開催し、平成２７年１

０月１６日、講師承認、平成２７年１１月２５日プログラムの承認をいただい

た旨の説明がなされた。

・平成２７年度冬季セミナーを平成２８年１月９日（土）ロワジールホテル大垣



にて開催予定、プログラム、業務分掌等、詳細な説明がなされた。

８）委員会報告

  １．総務委員会                         丹羽政美理事

    ・平成２７年度第４回総務委員会を平成２７年１２月２５日岐阜県診療放射線技

師会事務所にて開催、協議内容について、資料を提示の上、報告がなされた。

協議内容の詳細については、本理事会各担当から報告があるとの説明がなされ

た。

  ２．地域委員会                         橋本利彦理事

   ・岐阜県技師会スタッフジャンパーの新調について、個数、金額についての説明

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。

  ３．学術教育委員会                       増田 豊理事

    ・メール会議にて第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会の優秀演題の承認をい

ただいた旨の説明がなされた。

  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８５巻通号１２１号について、広告掲載依頼書

を送付した３５社中、２１社より掲載依頼があった旨の説明がなされた。また、

会誌作成に伴い、３回の編集会議を開催予定であり、１月下旬に発行予定であ

る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７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９件を施行したとの報告がなされた。

    ・第８回県民公開講座を平成２８年３月１３日じゅうろくプラザにて開催予定、

担当研究会は核医学談話会、乳房画像研究会、血管造影技術研究会である旨の

説明がなされた。

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

    ・各種表彰に係る調書を表彰委員会委員長まで提出する依頼があった。期日は２

月１９日。

  ７．社会活動                          橋本利彦理事

    ・特になし



  ８．厚生                            伊藤益弘理事

    ・チャリティーソフトボール大会、チャリティーゴルフコンペについて開催報告

並びに開催予定である旨の説明がなされた。

・平成２７年５月から１月３日までに慶事報告１件、弔事報告１１件であったと

の報告がなされた。

審議事項

・チャリティーゴルフコンペの開催日を平成２８年３月１９日に開催する旨の説

明がなされた。開催日について、一同に諮ったところ全会一致で承認された。

岐阜県技師会研究会の開催日と重複することに関して、来年度以降、研究会の

年度事業予定を年度初めには決定し、各種事業が重複しないよう調整すること

となった。

９）分科会・研究会報告

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

    ・第２０回大垣市・市民の健康広場への放射線管理士の参加、第３６回岐阜市民

健康まつり放射線相談コーナーへの本会会員が管理士分科会として協力した旨

の説明がなされた。

    ・岐阜県技師会所有のサーベイメータの貸出について報告がなされた。（平成２７

年１１月２５日～１２月９日）

    ・平成２７年度岐阜県原子力防災訓練に関して、事前研修会、訓練当日、振り返

り研修会に本会会員がそれぞれ４名、５名、５名参加、その内容について報告

がなされた。

    ・原子力防災訓練に関する研修会を平成２８年３月１９日大垣市民病院にて開催

予定、その内容について報告がなされた。

    審議事項

    ・電離箱式サーベイメータの校正について、見積もり書を提示の上、一同に諮っ

たところ、C社に依頼することで承認された。

  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日中濃厚生病院にて開催、その内容に

ついて報告がなされた。

    審議事項



    ・女性分科会の共催メーカーについて、今後の方針について問い合わせがあった。

女性分科会を共催したいメーカーがあれば受け入れる方向で承認された。

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

    ・平成２７年１１月１２日世話人会を開催、第２５回医療情報研究会（平成２８

年２月２０日関文化会館にて開催）にむけて協議したと報告がなされた。

  ４．Ｘ線ＣＴ研究会                       増田 豊理事

    ・第４８回 X線 CT研究会を平成２８年５月１４日開催予定、開催に向けて４月

中に世話人会を開催する旨の報告がなされた。

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

    ・第５４回MR技術研究会を平成２７年１１月１４日大垣市民病院にて開催、そ

の内容について報告がなされた。また、同日開催した世話人会の協議内容につ

いて報告がなされた。

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

   ・第４７回核医学談話会を平成２８年３月５日中部療護センターにて開催予定で

ある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４４回血管造影技術研究会を平成２８年３月１２日羽島市民病院にて開催予

定、その内容について報告がなされた。また、第８回県民公開講座についても

担当研究会として参画する旨の報告がなされた。

  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を平成２７年１２月１２日中濃厚生病院にて開催、

その内容について報告がなされた。また、同日世話人会を開催、第４３回消化

器画像研究会について協議され、他の岐阜県技師会事業との重複を避けるため

に開催を次年度に先送りする旨の説明がなされた。

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

   ・第４０回超音波研究会を平成２７年１０月２５日岐阜県立多治見病院にて開催、

その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

について報告がなされた。



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

    ・第３１回乳房画像研究会を平成２８年７月中部療護センターにて開催予定であ

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５９回放射線治療技術研究会を平成２７年１２月５日大垣徳洲会病院にて開

催、その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

内容についても報告がなされた。

１０）地域報告

  １．岐阜地域                          萩野英俊理事

    ・第４８回岐阜地域画像研究会を平成２７年１０月２９日岐阜市民病院にて開催、

その内容について報告がなされた。また、同日開催した岐阜地域役員会におけ

る協議内容についての報告がなされた。

    ・平成２７年１１月８日岐阜市民まつりにて、放射線測定体験コーナー等を開設

し、参画したとの報告がなされた。

・慶事報告１件の報告がなされた。

  ２．西濃地域                          竹島賢治理事

    ・平成２７年１０月１８日第２０回「市民の健康広場」にブース出展、資料を提

示の上、その内容について報告がなされた。

    ・第２回西濃画像研究会を平成２７年１１月２６日に開催、その内容について報

告がなされた。

    ・弔事報告１件について報告がなされた。

  ３．中濃地域                         小野木満照理事

    ・平成２７年１０月２８日第３７１回中濃画像研究会、平成２７年１１月２５日

第３７２回中濃画像研究会、平成２７年１２月１６日第３７３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。また、平成

２７年度第３回役員会を平成２８年１月２７日に開催予定、表彰者選出、社会

活動等について協議事項についての報告がなされた。

  ４．東濃地域                          奥村 功理事

    ・社会活動報告として、土岐市健康祭「第４１回健康を守る市民の集い」（平成２

７年１０月１８日）、中津川市坂下町健康祭「第２１回やさか福祉健康まつり」

（平成２７年１０月２５日）、多治見市健康祭「第９回たじみ子育て楽市楽座」



（平成２７年１１月８日）にブース出展、その内容について報告がなされた。

    ・平成２７年度東濃地域学術講演会を平成２８年３月１０日に開催予定であると

の報告がなされた。

  ５．飛騨地域                          中田幸博理事

    ・特になし

１１）その他

    ・財務理事より遊休財産超過について、超過解消ならびに今後の方針について詳

細な説明がなされた。各理事に対し、来年度以降の事業遂行に必要な備品等あ

れば予算として挙げていただきたいとの依頼があった。

    ・各研究会等の事業開催日重複を避けるために、可能な限り、総会資料作成時に

併せて、事業開催日を決定していただきたいとの説明があった。

    ・３月３１日付で決算となる旨の説明がなされた。３月中旬以降に開催される事

業収支によって、決算資料作成が困難となり得るため、３月上旬までに事業を

開催計画を立てていただきたい旨の依頼がなされた。

・次回理事会について、平成２８年３月２６日（土）１５時００分から岐阜県診

療放射線技師会事務所で開催することとなった。

以上


