
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２７年度第５回理事会会報

開催日時：平成２８年３月２６日（土）１５時００分~１７時３０分

開催場所：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、恒川秀樹、竹島賢治、渡辺享信、奥村 功、中田幸博 各理事

     福山誠介、野倉敏久 各監事

欠席  ：恒川秀樹、中田幸博 理事

議事

１）第４回理事会議事録確認

・第４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

    ・平成２７年度冬季セミナーを平成２８年１月９日開催したとの報告がなされた。

・医療画像管理セミナーに関して、メール会議にて承認いただいた後援依頼を受

諾した旨の報告がなされた。

・女性の健康支援事業について、岐阜県女性の胃がん死亡率がワースト１位であ

ること、本事業を岐阜県から委託されたこと、専門医 Y 医師を中心に本事業を

進めること等の説明がなされた。また、本事業に関連し、平成２８年３月４日

開催されたがん検診従事者研修会へ本会理事が参加したとの報告がなされた。

・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の開催について、参

加者２５３名、成功裏に幕を閉じたこと等、報告がなされた。同日開催された

東海四県会長会議の内容について、議事録を提示の上、・業務拡大に伴う統一講

習会の方向性、畦元理事のサポート登録について、医学物理士の国家試験制度

について、「放射線物理士」として新たに資格を新設の動向があること、６月１

１日開催される JART 総会に岐阜県より代議員４名参加予定、東海四県放射線

技師学術大会会則改訂について、32thJCRT の運営について、OB 会について、

第５８回当番県会長からの挨拶について、中部女性サミットについて、CCRT
について等、協議された内容について報告がなされた。

・会誌第８５巻通号１２１号の発刊について報告がなされた。

・岐阜県総合医療センター新棟（小児医療センター）竣工式に会長代理として松

野理事が参加したとの報告がなされた。

・第３２回岐阜県病院協会医学会への後援について、後援依頼があったとの報告



がなされた。

・第８回県民公開講座について、平成２８年３月１３日開催、内容についての報

告がなされ、企画運営方法を再考する必要性があるとの説明があった。

・岐阜医療科学大学学位授与式、修了証書授与式へ参加したとの報告がなされた。

・特定資産等取扱規程（案）について、諮問委員会に諮問し、その答申内容につ

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

    ・JART基礎技術講習「超音波検査」の開催について報告がなされた。

・平成２８年２月６日開催された日放技第８回運営会議への出席したこと、また、

平成２８年２月２０日開催された第６回理事会へ参加した旨の報告がなされた。

併せて、その内容について報告がなされた。

・「あぜもと将吾を支える診療放射線技師の会」について、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りたいとの意向が述べられ、技師

連盟への加入とサポーター登録を推進すること等、協力要請があった。

  審議事項

    ・女性の健康支援事業に関して、岐阜県より委託されたこと、その事業名、事業

の目的、事業の内容、期間、実績報告等について、また、委託事業に係る予算

等の取扱いについても併せて説明がなされた。具体的には検診をポスターの配

付や精度管理に関する各地域での研修会等を開催する予定であること等詳細な

説明がなされた。岐阜県診療放射線技師会として、協力していくことの必要性

ならびに岐阜県技師会事業変更を申請することについての詳細な説明がなされ、

本事業を来年度本会事業として追加することについて、一同に諮ったところ全

会一致で承認された。

・第３２回病院協会への後援依頼に対し、後援依頼を受諾することについて、一

同に諮ったところ、全会一致で承認された。

・日本診療放射線会、技師連盟への加入、サポーター登録、寄付のお願いに関し

て、本会として協力することを一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

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

    ・第８回県民公開講座を平成２８年３月１３日開催、その内容について報告がな

された。３月２９日に反省会を開催予定であり、収支報告は次回理事会で報告

するとの説明がなされた。また、先日のメール会議にて承認が得られている抄

録の発注（A社）について、改めて報告がなされた。

・会誌（１２１号）における誤植について、詳細な説明がなされた。対応策とし



て、訂正シールを作成する旨の報告がなされた。

・本会チャリティー事業において集金された寄附金、総額３７，３７４円を東北

地方太平洋沖地震に伴う災害復旧に等対策のために福島県に寄附したとの報告

がなされた。

審議事項

    ・会誌の誤植について、その原因等詳細な説明がなされた。訂正シールの作成に

かかる金額を提示の上、訂正シールを作成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。

３－２）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並びにレントゲン祭について、開催報告、

収支報告について、資料を提示の上、詳細な説明がなされた。収支報告様式を

統一し、改めて提出することとなった。

４）事務局報告

  １．総務                            丹羽政美理事

    ・総会資料の作成について、担当理事から担当箇所を記入、修正の上、提出いた

だく旨の報告がなされた。

審議事項

・学術大会での使用を目的としたパソコン等購入について、見積もり書等資料を

提示の上、その使用方法、映写の確認方法等、購入するものの詳細な説明がな

された。購入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

    ・入会申請８名、退会申請１２名、会員資格喪失者について、資料を提示の上説

明がなされた。

・行政への提出書類について、変更認定申請ならびに事業計画書等を提出予定で

あるとの説明がなされた。

    

審議事項

・入会等申請者並びに会員資格喪失者について、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年度岐阜県技師会会費について、平成２８年２月末状況で納入済会員

は７４８名、未納会員は２１名、その金額等を提示の上、報告がなされた。ま

た、未納会員へは３月２１日に納入斡旋の連絡をしたとの報告がなされた。

・平成２８年度岐阜県技師会会費請求について、JARTとの合算請求で請求案内文

を３月１１日発送、納入期限は９月３０日となる旨の説明がなされた。県のみ

入会の会員は岐阜県技師会から請求書を４月末に送付予定、納入期限は平成２

８年９月３０日とすることの説明がなされた。

・JART 業務委託契約に関して、平成２７年度における業務委託の内容、金額等、

詳細な説明がなされた。１２月１８日入金されたとの報告がなされた。

・平成２７年度決算について、各研究会等の３月収支報告を４月２日までに提出

するよう依頼がなされた。

・平成２８年１月までの事業費の実行状況について、予算ならびに事業費が提示

され、進捗率６５．３%であるとの報告がなされた。

・平成２７年度各研究会、分科会、地域の手持ち現金の取扱いについて詳細な説

明がなされた。

審議事項

・平成２８年度予算案ならびに資金調達及び設備投資の見込みについて、平成２

８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）事業計画、収支

予算案および資金調達および設備投資の見込みを記載した書類についての報告

がなされた。別添平成２８年度事業計画およびこれに伴う収支予算書案を提示、

平成２８年度の事業計画および収支予算案について詳細な説明を行った。これ

を一同に諮ったところ、執行に係わる細部については会長に一任することで、

全員一致をもって承認された。また、資金調達および設備投資の見込みを記載

した書類について、当法人は資金調達および設備投資の見込みがない旨を説明

し、一同これを承認した。

・特定資産等取扱規程（案）について、諮問委員会からの答申を受け、指摘箇所

の説明がなされた上で、特定資産等取扱規程（案）として、次回通常総会にあ

げることを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、平成２８年度第１回の開催にあたり、申

し込み状況等の報告がなされた。関連して、来年度以降の開催に向けて、岐阜

県から２名の講師を選出したこと、開催予定について説明がなされた。

・基礎技術講習について、「超音波検査」を平成２８年１月３１日開催、その内容

について報告がなされた。



・平成２８年度フレッシャーズセミナーを例年通り本会夏季セミナーと同時開催、

平成２８年７月１６日開催予定である旨の説明がなされた。

    審議事項

    ・業務拡大に伴う統一講習会の開催を年間４回程度見込んでいることの説明がな

された。第３２回 JCRT開催日との調整を含め、JART教育担当理事が日放技、

講師と開催予定日調整、決定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。

・フレッシャーズセミナー（夏季セミナー）の開催日、内容等の調整を JART担

当理事ならびにセミナー担当理事にて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。

６）３２ｔｈＪＣＲＴ                       丹羽政美理事

    ・第３１回 JCRT 報告会に参加、資料を提示の上、その内容について報告がなさ

れた。

・実行委員会で挙がった会場変更、プログラム、講演予定等について、資料を提

示の上、平成２８年２月２０日に開催された日放技理事会にて承認された旨の

報告がなされた。併せて、変更に伴う問題点等指摘され、その詳細な説明がな

された。

・組織図案の作成、アトラスデータ登録について、事前参加登録、演題登録、展

示登録情報、岐阜県・岐阜市への後援を依頼する件等資料を提示の上、現況報

告がなされた。

７）学術事業報告

  １．学術大会                          増田 豊理事

    ・特になし

  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を平成２８年２月１１日東海四県放射

線議事学術大会と同時開催したとの報告がなされた。

・平成２８年度レントゲン祭並びに講演会を平成２９年２月１１日、岐阜県診療

放射線技師会６５周年事業と同時開催する予定であるとの報告がなされた。

    

  ３．セミナー                          多湖博史理事

    ・平成２８年１月９日冬季セミナーを開催したとの報告がなされた。収支報告に

ついてはメール会議にて報告することとなった。



８）委員会報告

  １．総務委員会                         丹羽政美理事

    ・平成２８年３月１２日開催、議事録を提示の上、会長報告、副会長報告等の報

告があったこと、協議内容等について詳細な説明がなされた。

  ２．地域委員会                         橋本利彦理事

   ・岐阜県診療放射線技師会スタッフジャンパー購入に関して、サイズ、色、ロゴ

等を提示の上、発注した旨の説明がなされた。

  ３．学術教育委員会                       増田 豊理事

    ・各研究会に対し、第３２回 JCRTへの協力要請をする予定である旨の報告がな

された。

・学術教育委員会で審議した岐阜県診療放射線技師学術大会規定を理事会メール

にて審議する予定である旨の報告がなされた。

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

・会誌第８５巻１２１号について、編集作業並びに編集会議について開催日、内

容等の報告、併せて、２月２０日発刊したとの報告がなされた。また、１２１

号における誤植について、その経緯、対策について詳細な説明がなされた。

・会誌１２２号掲載の原稿提出期限を４月３０日とする旨の説明がなされ、期限

までの提出を厳守いただくよう依頼があった。

  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９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１１件を施行したとの報告がなされた。

    ・広報委員会（電子情報管理担当）を開催、議事録を提示の上、協議内容につい

て詳細な説明がなされた。

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

    ・地域理事から提出された各種表彰の調書について、表彰委員会にて審議中であ

り、審議されたものに関して、次回理事会もしくはメール会議にて審議する予

定であるとの報告がなされた。

・日放技並びに本会勤続３０年表彰被表彰者について、被表彰の要件について提

示の上、各地域にて被表彰者を調査いただくよう依頼があった。



審議事項

・表彰規程細則（案）について、規程案を提示の上、詳細な説明がなされた。次

回理事会にて審議していただく旨の説明がなされた。

  ７．社会活動                          橋本利彦理事

    ・特になし

  ８．厚生                            伊藤益弘理事

    ・チャリティーゴルフコンペを平成２８年３月１９日開催、チャリティー募金１

７，１２６円であったとの報告がなされた。

・平成２７年度の慶弔報告件数（慶事７件、弔事１５件）とその経費を提示の上、

岐阜県技師会として対応したとの報告がなされた。

９）分科会・研究会報告

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

    審議事項

・Kクリニックから本会事務所へメールにて漏洩線量の測定依頼があった。以前

の岐阜県医療整備課との協議の結果、測定事業を断念した経緯の説明がなされ、

この依頼に対して、如何に返答すべきか審議された。線量計の貸出に加え、取

扱い並びに測定マニュアルを添えること、書類の作成方法まで教示すること、

事業者を紹介すること等の意見があげられ、また、技師不在な施設に無料にて

事業を代行することで各施設との不平等が生じる可能性のデメリットが指摘さ

れた。本会としては、本会会員である診療放射線技師が所属する施設に対して、

線量計の貸出を行う方針で事業を進めることで、全会一致で承認された。

  ２．女性分科会                         吉川典子理事

    ・平成２８年２月７日愛知県技師会女性の会発足に伴う記念講演会、平成２８年

２月１４日近畿ブロック女性躍進推進活動第１回関西コレクション、平成２８

年２月２７日 JART女性躍進委員会にそれぞれ参加、その内容について報告が

なされた。

  ３．医療情報研究会                       増田 豊理事

    ・平成２８年２月２０日関市文化会館にて第２５回医療情報研究会を開催、その

内容について報告がなされた。

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



    ・第４８回研究会を平成２８年５月１４日村上記念病院にて開催予定、開催に向

けて世話人会を平成２８年４月２２日岐阜県技師会事務所にて開催予定、プロ

グラム、協議内容について等報告がなされた。

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

    ・第５５回研究会を平成２８年５月２２日岐阜県立多治見病院にて開催予定であ

るとの報告がなされた。

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

   ・第４７回談話会を平成２８年３月５日中部療護センターにて開催、その内容に

ついて報告がなされた。同日、世話人会を開催、次回談話会等協議内容につい

て報告がなされた。

・メーリングリストを作成する意向であると報告があり、電子情報担当理事より

作成手順の説明がなされた。①電子情報担当理事に作成依頼、②作成申込書（変

更申込書）を配信、③申込書を電子情報担当理事へ送付、④電子情報担当が作

成。

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

    ・第４４回研究会を平成２８年３月１２日羽島市民病院にて開催、その内容につ

いて報告がなされた。同日開催された世話人会にて次年度事業計画、32thJCRT
への参画、来年度賛助会員による共催は年１回の共催予定である等協議内容に

ついて報告がなされた。

・第８回県民公開講座に担当研究会として参画したと報告がなされた。

  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

   ・JART基礎技術講習「超音波検査」に講師派遣したと報告がなされた。

・第４１回研究会を平成２８年６月１１日岐阜市民病院にて開催予定、内容は検

討中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

    ・協賛企業について、現在の K社より辞退の申し出あり、後任として F社から内

諾頂いている旨の説明がなされた。



    審議事項

    ・共催企業を F社へ変更する件について、全会一致で承認された。但し、F社は

消化器も協賛している点が指摘され、確認することとなった。

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

    ・世話人会を平成２８年３月７日開催。第３２回 JCRTシンポジウムの内容等に

ついて協議されたと報告がなされた。

１０）地域報告

  １．岐阜地域                          萩野英俊理事

    ・役員会を平成２８年２月２２日岐阜県技師会事務所にて開催、来年度開催予定

である画像研究会の内容等について協議されたと報告がなされた。

  ２．西濃地域                          竹島賢治理事

    ・第４回西濃地域世話人会を平成２８年１月１４日開催、その内容について報告

がなされた。また、第３回西濃画像研究会並びに地域報告会を平成２８年３月

２７日開催予定である旨の報告がなされた。

・西濃地域より各種表彰に対する被表彰候補者３名を推薦したとの報告がなされ

た。

・慶弔報告、慶事２件、弔事１件に対応したとの報告がなされた。

  ３．中濃地域                         小野木満照理事

    ・中濃画像研究会、第３７４回を平成２８年１月２７日中部療護センターにて、

第３７５回を平成２７年２月２５日中濃厚生病院にて、第３７６回を平成２８

年３月５日に開催、その内容について報告がなされた。また、第３回役員会を

１月２７日、第４回役員会を２月２５日開催、来年度役員候補者選出、事業計

画等について協議されたと報告がなされた。

・中濃地域研究会等における交通費の算出について、岐阜県技師会として統一さ

れた方法により交通費の算出を行うよう財務理事より説明がなされた。

  ４．東濃地域                          奥村 功理事

    ・東濃地域学習会を平成２８年３月１０日東濃厚生病院にて開催、その内容につ

いて報告がなされた。併せて、同日開催された東濃地域役員会にて、本年度事

業報告、平成２８年度事業計画等について協議されたと報告された。

  ５．飛騨地域                          増田 豊理事



    ・勉強会を平成２８年３月１２日高山赤十字病院にて開催、その内容について報

告がなされた。

１１）その他

    ・稟議書を提出すべき事業についての質問に対し、全ての岐阜県技師会事業開催

において稟議書の提出が必要である旨の説明がなされた。研究会等開催、委員

会開催、地域勉強会等。

・会誌配付方法について、最適な配布方法についての問い合わせに対し、地域委

員会にて協議中であるとの説明がなされた。

・新調したスタッフジャンパーに掲載するロゴをデジタルデータとして使用する

ことの是非について、作成者より変形をしないとの条件つきで使用可との返答

がなされた。

・マンモグラフィ講習会の岐阜県開催に向けて、乳房画像研究会代表世話人中心

に精度管理中央委員会と調整を進めている旨の説明がなされた。今後、岐阜県

技師会として協力するにあたり、岐阜県技師会からの担当を乳房画像研究会代

表世話人と決定するとの説明がなされた。

・世話人等任期満了に伴う世話人再編成にあたって、平成２８年度第１回理事会

開催時に各地域委員から研究会等の世話人を推薦いただくよう依頼があった。

・次回理事会開催は、平成２８年４月１７日１８時～岐阜県診療放射線技師会に

て開催となった。

以上


