
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２８年度第４回理事会会報 

 

開催日時：平成２８年１０月１５日（金）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、橋本利彦、竹島賢治、浅野宏文、楳田雄大、加藤秀記、

豊田幸恵、多湖博史、杉浦明弘、前野直人、萩野英俊、井上康弘、杉野幸秀、

伊東 徹、中村 学、丹羽文彦、末松 太、成瀬 徹、西野直樹   各理事 

福山誠介、野倉敏久 両監事 

欠席者 ：加藤秀記 理事 

 

議事 

 １）その他 

ア．平成 28年度第 3回理事会議事録確認 

 ・第 3回理事会議事録について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

  

２）会長報告                           安田鋭介理事 

    ア．本会について 

・岐阜科学大学大学院保健医療科 開設記念講演会が平成 28 年 7 月 16 日（土）

に開催され、安田会長が出席されたと報告された。 

・診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー並びに夏季セミナーが平成 28 

年 7 月 16 日（土）に開催され、総勢 66 名（新卒 28 名、既卒 38 名）が参加

されたと報告された。 

・岐阜県診療放射線技師会雑誌第 86 巻通号 122 号が平成 28 年 8 月 31 日（水）

に発刊された。 

・中村 實 元会長「お別れの会」が平成 28 年 9 月 2 日（金）午前 11 時より鈴

鹿医療科学大学にて開催され、本会として小野木副会長が参列された。安田理

事は同大学の職員として参列したと報告された。 

・平成 28 年度女性の健康支援事業第１回検討会が平成 28 年 9月 12 日（月）に

開催され、安田会長、竹島理事、楳田理事、末松理事、西田委員が参加された

と報告された。 

・胃がん検診関係者向け第 1 回研修会が平成 28 年 10 月 1 日（土）に開催され 

44 名（診療放射線技師 38 名、保健師 6 名）が参加されたと報告された。また、

今後の予定は以下の通りであると報告された。 

10月 15 日（土）13時～16時 県立多治見病院 

11月 20 日（日）13 時～16 時 久美愛厚生病院 久美愛ホール 

11月 27 日（日）13 時～16 時 中部療護センター３階討論室 



12月 3 日（土）13 時～16 時 大垣市民病院管理棟５階講堂 

12月 17 日（土）13 時～16 時 岐阜赤十字病院或いは岐阜県総合医療センター 

・第 19 回 岐阜県瞭下障害研究会学術講演会の後援依頼について 

メール会議で承認をいただき、「承諾」の旨を返信した。 

・創立 65 周年記念事業の出席依頼について 

日 時：平成 29 年 10 月 13 日（木） 15:00～18：00 

場 所：県庁健康福祉部医療整備課、岐阜県医師会、岐阜県病院協会に式典参加

依頼状を届けた。安田会長、小野木副会長が同行された。 

イ．日本診療放射線技師会について 

・第 32 回日本診療放射線技師学術大会の開催 

平成 28 年 9 月 16 日（金）～18 日（日）に長良川国際会議場、岐阜都ホテル

で開催された。 

実行委員は総数 189 名で、県内は 136 名（71 施設）、他（3 名）県外は 50 名

（富山 5 名、石川 5 名、福井 6 名、愛知 21 名、三重 11 名、静岡 2 名）、労

務支援は 38 名（17 社）で参加者は 2617名が参加されたと報告された。 

・業務拡大に伴う統一講習会の開催 

平成 28 年 10 月１日（土）2 日（日）の二日間、中濃厚生病院 講堂で開催し、

55名が参加した。安田会長、小野木副会長、浅野理事、講師 4 名で運営した。

次回は、平成 29 年 1 月 21 日（土）、22 日（日）土岐市立総合病院で開催予

定と報告された。 

ウ．その他 

・第 9回中部放射線医療技術学術大会ならびに会長会議の開催 

平成 28 年 11 月 5 日（土）～6 日（日）に鈴鹿医療科学大学で開催予定。会

長会議参加者は安田会長、小野木、橋本副会長、が参加予定であり、岐阜から

座 長 4 名を推薦予定と報告された。 

・CCRTに地酒の寄贈を依頼され、承諾することを承認された。 

・胃がん検診関係者向け研修会に交通費として二千円を支給し、遠距離は適宜対

応することを承認された。 

 

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

    ア．(公社)岐阜県診療放射線技師会創立 65 周年記念式典及び記念祝賀会並びにレ

ントゲン祭について 

平成 29年 2月 11日(祝・土) 10時からじゅうろくプラザ 5 階 大会議室で開催

予定と報告された。 

イ．第 9回県民公開講座について 

平成 29年 3月 11日(土)、ふれあい福寿会館 3階 大会議室で開催予定。メイン



テーマは「あなたの家族をまもりましょう！」であり、第 9回については「感

染」を主題にする予定と報告された。講演は岐阜大学医学部附属病院 副病院長

地域医療医学センター 教授 村上啓雄 先生と岐阜大学医学部附属病院 肝疾患

診療支援センターセンター長 今井健二 先生、ミニ講座として消化器画像研究

会 久美愛厚生病院 西田知弘会員 から内諾を頂いたと報告された。今後は理事

会で承認後に内諾を取るように注意しましょうと報告された。 

ウ．会員名簿について 

8月 25日(木) 理事会にて発注先を審議頂き西濃印刷様に決定した。予算は、

154,429円と報告された。現在、校正、森・後藤両事務員、浅野理事、小野木で

10月中の発行を目指し、校正作業中であると報告された。 

エ．第 32回日本診療放射線技師学術大会について 

実行委員 71施設 186名(森・後藤両事務員、河合雅子氏を含む)。労務支援 17

社 38名と報告された。 

オ．その他 

第 9回Ｘ線撮影技術読影研究会の後援について、メール会議で審議して、後援

使用許可の承認を得て、8月 27日(土)に 高山赤十字病院で開催した。33名（岐

阜 5 西濃 4 中濃 3 東濃 3 飛騨 15 県外 2 賛助 1）が参加したと報告さ

れた。 

 

審議事項 

・第 9回県民公開講座の講演者は上述の先生に依頼することが承認された。 

・業務拡大に関する労務支援の方が急きょ変更になった場合は JARTに申請する

ことで対応可能であり、県の予算を JARTの予算案で決算することで了承され

た。 

 

 ３－２）副会長報告（学術）                    橋本利彦理事 

    ア．第 19回岐阜県診療放射線技師学術大会について（平成 29 年度開催予定） 

第 2回準備委員会を 10 月 31 日（月） 関中央病院にて開催予定と報告された。 

イ．中部放射線医療技術学術大会 9thCCRT 三重大会が平成28 年11 月5 日（土）

〜6 日（日）にかけて鈴鹿医療科技大学 千代崎キャンパスが開催される。10 月

1 日に第 9 回中部放射線医療技術学術大会 大会長より 3 セッション（MRI、

一般撮影、計測）の座長推薦依頼があった。推薦返信期限が 10 月 5 日までで

したので、学術委員中心に選出し、MRI：梶田 公博（岐阜大学医学部附属病院 

放射線部 MRI 室主任）、計測：竹中 和幸 （大垣市民病院 診療検査科 中央放

射線室 主査）、一般撮影：廣田 真（岐阜大学医学部附属病院 主任診療放射線

技師）、以上 3 名を推薦したと報告された。 



依頼事項 

・第 10 回中部放射線医療技術学術大会（10th CCRT）来年度当番県として、参

加できる理事による視察参加をお願いされた。（受付、第 1 会場～第 6 会場、

企業展示室、意見交換会） 

 

審議事項 

・上記三人の推薦が承認された。 

 

 ４）事務局報告 

  ア．総務                            竹島賢治理事 

    ・平成 28 年 8 月 1 日（月）、コスタ岐阜県庁前管理組合の理事会に竹島理事が出

席したと報告された。 

・新役員の挨拶文を作成し、各県の診療放射線技師会事務所に「オールジャパン」

のML にて配信したと報告された。 

・地域理事用新 PC FUJITSU 社製ノートパソコン LIFEBOOK 

A574/MXFMVA10018P（Core i5）を Office Home＆Business とウィルスバス

ターをインストールし、専用バックとマウスをつけて各地域理事に配送したと

報告された。 

・第 32 回日本診療放射線技師学術大会の情報交換会に、岐阜のお酒「女城主」と

「織田信長」（合計 10,695 円）を寄贈したと報告された。 

・事務局のサーバーの HD が 2 個とも故障し、現在使用不可能な状態。データー

はバックアップ用外付けHD に保存されている分はある程度回収は可能。

32ndJCRT の開示もあるので早急な対応が必要と報告された。 

・平成 28 年 6 月 7 日（火）、平成 28 年度女性の健康支援事業業務について県庁

と委託業務契約書を交わしましたと報告された。 

・平成 28 年度女性の健康支援事業第 1 回検討会を平成 28 年 9 月 12 日（月）

ふれあい福寿会館で開催されたと報告された。 

・女性の健康支援事業「胃がん検診関係者向け第 1 回研修会」を平成 28年 10月

1日（土）に岐阜大学医学部附属病院で開催し、参加者 44 名：会員 38 名（岐

阜地域：31 名、西濃地域：5 名、中濃地域：1 名、東濃地域：0 名、飛騨地域：

1 名）保健師 6 名が参加したと報告された。 

・女性の健康支援事業「胃がん検診関係者向け第 2 回研修会」を平成 28年 10月

15日（土）13：00～16：00に岐阜県立多治見病院 で開催予定と報告された。 

 

審議事項 

・平成 16 年に購入した地域理事用の旧 PC は、5 台をワキタ商会で粉砕廃棄す



ることについて承認された。 

・事務局のサーバーの HD を「交換修理」するか、もしくはシステム全体を「買

い替え」とするかで審議され、「買い替え」で承認された。 

・女性の健康支援事業「胃がん検診関係者向け研修会」第 6 回の開催場所を日赤

病院に決定された。 今後の講師接待役は安田会長に決定された。 

 

  イ．庶務                            浅野宏文理事 

    ・入会・退会等申請について、正会員 の入会 12名、退会 5社の申請があったと

報告された。賛助会員の退会２社の申請があったと報告された。 

・行政への提出書類について、平成 27 年度事業報告等を平成 28 年 6 月 30 日に

提出し、7 月 19 日（火）に手続き完了したと報告された。変更の届出を平成

28 年 8 月 15 日（月）に提出し、8 月 26 日（金）に手続き完了したと報告さ

れた。 

・法務局への提出書類について、変更登記申請書を平成 28 年 8 月 5 日（金）に

提出し、8月 11 日（木）に手続き完了したと報告された。印鑑（改印）の届書

を平成 28 年 8 月 3日（水）完了したと報告された。 

・精中委講習会について、マンモグラフィ技術講習会を平成 29年 12 月 2 日（土）、

3日（日）を岐阜大学医学部附属病院で開催予定。西出先生（岐阜医療科学大）、

西部会員（乳房画像研究会代表世話人）中心に調整中と報告された。 

 

審議事項 

・2年間会費を滞納している賛助会員について、今まで本会への功績を加味し、滞

納分は請求せず、今後は広告費等で協力していただく事で承認された。 

・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。 

 

  ウ．財務                            楳田雄大理事 

    ・平成 28年度県技師会費納入状況について、平成 28年 8月 31日状況 は納入者 

561名 3,927,000円と報告された。 

・平成 28年度賛助会員会費請求について、平成 28年 9月 30日状況 納入期限 9

月 30日納入者 29社 870,000円、未納 4社。 

・平成 28年度岐阜県公衆衛生協議会年会費 3,000円を 9月 28日納入済。 

・平成 28年度技師会会誌 122号広告料納入状況について、平成 28年 9月 30日

現在で納入済広告料は 21社 238,000円。 9月 1日納入期限で未納 0社。 

・岐阜県診療放射線技師会会誌 122号 印刷製本代 441,925円。 

・平成 28年度中期末決算報告について、平成 28年 9月末残高報告書を十六銀行

並びにゆうちょ銀行より残高証明書を取得した。 



 

審議事項 

・冬季セミナー予算案の確認（ 75,000円）および予算執行について 

・レントゲン祭予算案の確認（150,000円）および予算執行について 

・創立 65周年創立事業予算案の確認（2,000,000円）および予算執行について 

・第 9回県民公開講座予算案の確認（450,000円）および予算執行について 

上記について承認を得た。 

 

 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 2 回業務拡大に伴う統一

講習会を平成 28 年 10 月 1－2 日 JA 岐阜厚生連中濃厚生病院 2F 講義室にて

開催、受講者数：55 名であった。 

・平成 28 年度第 3 回業務拡大に伴う統一講習会を平成 29 年 1 月 21 日（土）、

22 日（日）土岐総合病院にて、また、平成 28 年度第 4 回業務拡大に伴う統一

講習会を平成 29 年 2 月 25 日（土）、26 日（日）松波総合病院にて開催予定。 

・平成 29 年度 JART 基礎技術講習会について、基礎技術講習「X 線 CT」を平

成 29 年 12 月～平成 30 年 1 月に開催予定。場所は未定。X 線 CT 認定技師

指定講習会として申請予定。 

・平成 28 年度第 1 回中日本地域教育委員会に参加予定 

 

審議事項 

・第 4 回業務拡大に伴う統一講習会の開催が NPOの講習会と重なっているので

再度協議することとなった。 

 

 ６）学術事業報告 

  ア．学術大会                          加藤秀記理事 

    ・第 20回岐阜県診療放射線技師学術大会を平成 29 年 10 月 22 日（日） 9:30～

16:00高山市文化センターにて開催予定。担当は飛騨地域、医療情報研究会、

MR 技術研究会。 

・第 1回準備委員会 

日時：平成 28 年 7 月 26 日（火）～ 平成 28 年 7 月 29 日（金）メール会議

にて実施。議事：昨年の学術大会を参考資料とした概要の確認 

・第 2回準備委員会 

日時：平成 28 年 10 月 31 日（月） 

場所：関中央病院 2 階会議室 

議事：プログラム内容の検討 



  イ．レントゲン祭                        豊田幸恵理事 

    ・平成 28年度レントゲン祭 

日 時：平成 29年 2月 11日（土・祝日） 

場 所：じゅうろくプラザ 5階 会議室 

内 容：創立 65 周年記念式典及び祝賀会と併催 

審議事項 

・予算案について承認された。 

  ウ．セミナー                          多湖博史理事 

    ・平成 28 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 

平成 28年 7月 16日（土）に岐阜会館で開催され、参加人数：66 名（新卒 28 名、

既卒 38 名）。新卒の内訳が岐阜地域：13 名、西濃地域：4 名、中濃地域：6 名、

東濃地域：3 名、愛知県：2 名、既卒の内訳は岐阜地域：14 名、西濃地域：14 

名、中濃地域：5 名、東濃地域：3 名、飛騨地域：2 名、情報交換会参加人数：

48名（新卒 16名、既卒 32名）と報告された。 

・平成 28 年度冬季セミナー 開催予定 

日時：平成 29年 1月 7日（土） 

場所：ロワジールホテル大垣 

内容：現在検討中 

 

審議事項 

・冬季セミナー講師依頼について 

社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 病院長 松波和寿 先生 

公益社団法人 福井県診療放射線技師会 会長 白崎伸一郎 先生 

上記の講師の承認を得た。 

・加えて、松波総合病院 理事長 松波英寿先生の講演依頼も承諾された。 

 

 ７）委員会報告 

  ア．総務委員会                         竹島賢治理事 

    ・平成 28年度第 3回総務委員会を岐阜県診療放射線技師会事務所にて開催。議事

録を提示のうえ、協議内容について報告がなされた。 

  イ．地域委員会                         伊東 徹理事 

    ・会誌の配付における調査各地域の会誌配付の現状・意見について、下記の項目

について調査を行い、各地域理事からの調査意見を踏まえ、今後の会誌配付方

法を地域委員会で協議検討していくと報告された。 

・岐阜県からの委託事業「平成 28年 女性の健康支援における関係者向け研修会」

の、岐阜地域、西濃地域、東濃地域、中濃地域、飛騨地域での開催場所と日程



調整を行ったと報告された。 

・岐阜県診療放射線技師会、平成 28年度会員名簿作成のための、岐阜地域、西濃

地域、東濃地域、中濃地域、飛騨地域の各地域において入会・退会・異動状況

等の調査を行ったと報告された。 

  ウ．学術教育委員会                       橋本利彦理事 

    ・第 19回岐阜県診療放射線技師学術大会について、第 2回準備委員会を 10月 31

日（月） 関中央病院にて開催予定と報告された。 

・平成 28 年度冬季セミナー 開催予定について報告された。 

日時：平成 29 年 1 月 7 日（土） 

場所：ロワジールホテル大垣 

内容：現在検討中 

・(公社)岐阜県診療放射線技師会創立 65 周年記念式典及び記念祝賀会並びにレン

トゲン祭 

日 時：平成 29年 2月 11日（土・祝日） 10 時 

場 所：じゅうろく プラザ 5 階 大会議室 

内 容：創立 65 周年記念祝賀会同時開催予定と報告された。 

・一般市民の方からマンモグラフィー検査の問い合わせメールを受けた。乳房画

像研究会代表世話人の西部先生に回答していただいたと報告された。 

  エ．広報・編集委員会                     小野木満照理事 

    ・岐阜県診療放射線技師会会誌第 86 巻通号 122 号について 

1)編集作業 

開催日時：平成 28 年 7 月 8 日（金） 17 時 30 分から 20 時 30 分 

第 2 回編集会議 

開催日時：平成 28 年 7 月 28 日（木） 18 時 30 分から 22 時 

2)8 月 31 日発行 

3)会誌の発送について 

次の通り 157 冊(国立国会図書館は 2 冊)を送付又は使送により配本した。 

自宅送付者 ：63 冊、賛助会員 ：33 冊、都道府県技師会＋日放技 ：47 冊、 

国立国会図書館 1 通 ：2 冊、科学技術振興機構 ：1冊、横浜市立大学 ：1

冊、岐阜医療科学大学 ：1冊、医学中央雑誌 ：1冊、(株)八神製作所 ：1冊、 

公開講座：吉尾先生、橋渡先生各 1 冊、核医学：西堀先生 1冊、ＭＲ技術研

究会 川瀬先生、浅野先生、石田先生 各 1冊、岐阜地域画像研究会 小畑先生 

1冊 

と報告された。 

  オ．広報・電子情報                       杉浦明弘理事 

    ・ホームページの更新 7件を施行したとの報告がなされた。 



 

    審議事項 

    ・岐阜県診療放射線技師会ホームページのリニューアル（デザインを含め全面更

新）することを承認された。 

  カ．イベント申請                        丹羽文彦理事 

    ・生涯教育のカウント申請について、10月 5日現在、13件の事業を申請したとの

報告がなされた。 

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

  ・平成 28年度関市政功労表彰について、小野木会員の推薦を次年度再申請する。 

・日放技会長表彰について、本部役員等の功労、地域役員等の功労表彰、勤続 50

年表彰、勤続 30年表彰の調書を順次作成する。表彰要件を会誌第 85巻（通号

121号） 会告（3ページ）に掲載すると報告された。 

  ク．社会活動                          伊東 徹理事 

    ・健康祭等のパネル等貸出依頼状況について、飛騨地域 10月 2日 第 27回市民

健康まつり、西濃地域 10月 16日 第 21回市民の健康広場、中濃地域 10月 16

日 関市健康フェスティバル、東濃地域 10月 23日 第 42回健康を守る市民の

集い、岐阜地域 11月 6日 第 37回ぎふ市民健康まつり、9月 19日～21日に飛

騨地域、西濃地域、中濃地域、東濃地域のパネル、のぼり等の発送準備を行い、

9月 23日に各地域へワキタ商会を通じ発送致しましたと報告された。岐阜地域

のイベントについては、西濃地域より直接配送して頂き、不足分は追加発送予

定と報告された。 

  ケ．厚生                            杉野幸秀理事 

    ・チャリティーソフトボール大会 

日時：平成 28 年 10 月 23 日（日）午前 9 時から中日本自動車短期大学グラウ

ンドで開催予定と報告された。平成 28 年 10 月 3 日現在、岐阜地域 20 人、

西濃地域 13 人、中濃地域 11 人、東濃地域 8 人、飛騨地域 10 人と報告され

た。理事会メールにて、当日の準備、運営、進行等の分掌をお知らせしますの

でご協力をお願いしますと報告された。 

・チャリティーゴルフコンペ 

日時：平成 29 年 3 月予定 

場所：伊藤総務委員と協議中と報告された。 

・慶弔報告 

7 月〜9 月の慶事 0 件、弔事 1 件 

 

審議事項 

・チャリティーゴルフコンペは平成 29年 3月 5日の開催予定であるとの説明がな



され、開催日を 3月 5日に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。 

 

 ８）分科会・研究会報告 

  ア．放射線管理士分科会                     丹羽文彦理事 

    ・岐阜県原子力防災訓練に関する事前講習会への講師派遣について報告された。 

     日時：平成 28年 11月 15日（火） 13:30～17:00 

     場所：県庁 4階 本部連絡員室 

     対象者：保健所職員及び訓練時検査記録員 約 40名 

    ・平成 28年度岐阜県原子力防災訓練への参加 

     日時：平成 28年 11月 27日（日）午前中 

     場所：揖斐川町健康広場アリーナ 

     西濃地域から 3～4 名程度 参加予定と報告された。 

  イ．女性分科会                         豊田幸恵理事 

    ・平成 28 年 9 月 17 日（土）第 32 回 JCRT フレッシュセミナー3（女性分科会）

に参加（参加者：吉川、豊田、安富、若畑、纐纈、柿本）したと報告された。 

場所：岐阜都ホテル 

    ・ＣＣＲＴ 女性活躍推進サミット 

日 時：平成 28 年 11 月 5 日（土）鈴鹿医療科学大学で開催予定 

内 容、テーマは、妊娠中の業務について、パネリスト 岐北厚生病院 小倉会員、 

ぎふ綜合健診センター 金澤会員、第 9 回女性分科会開催について、であると報

告された。 

  ウ．医療情報研究会                       西野直樹理事 

    ・第 2 回 世話人会開催 

日時：10 月 21 日（金）19：00 より 

場所：関中央病院 2 階会議室 

内容：第 27 回診療放射線技師医療情報研究会について   

エ．Ｘ線ＣＴ研究会                       橋本利彦理事 

    ・平成 28 年度第 3 回世話人会 

平成 28 年 10 月 21 日(土) に技師会事務所で開催したと報告された。 

 

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

    ・世話人会 

平成 28年 7月 21日（木）に岐阜大学医学部附属病院 で会開催されたと報告さ

れた。出席は梶田、小川、土田、横山, 川崎、水野、猿原、計 7 名（欠席）萩

野、日比、岩佐、杉田。内容は、第 56 回開催について、平成 28年秋開催につ



いては、第 32回日本診療放射線技師学術大会と重なるため延期する。 

日程：平成 29年 3 月 18 日(土) 岐阜大学 記念会館→梶田代表より予約済 

演者：岐阜大学放射線科 主任教授 松尾政之先生 →梶田代表より合意取得済 

・第 32回日本診療放射線技師学術大会について 

梶田代表より,現在の登録状況報告：参加 450名、情報交換会 120名 

目標は参加 3,000名,情報交換会 500名、積極的参加を要請す。 

・ＣＣＲＴ（11月 5～6日）、レントゲン祭 平成 29年 2月 11日、 

岐阜県診療放射線技師学術大会：平成 29年 10月 22日（高山市文化センター）。 

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

    ・第 48回核医学談話会を 7月 23日（土）高山赤十字病院にて開催。その内容と

参加人数が 33名であったと報告がなされた。同日、世話人会を開催し、次回開

催について協議したと報告がなされた。 

  キ．血管造影技術研究会                     井上康弘理事 

    ・第 51 回血管造影技術研究会世話人会を 9月 18日（土）に 開催。次回開催に

ついて協議したと報告がなされた。また、第 45回研究会を平成 29年 3月 4日

（土）岐阜大学医学部附属病院にて開催予定であるとの報告がなされた。 

  ク．消化器画像研究会                      末松 太理事 

    ・胃がん検診関係者向け研修会開催にあたり、消化器画像研究会世話人代表の西

田会員が中心になって全 6回の講師の選任を行い、快諾を得たと報告された。 

    ・胃がん検診関係者向け研修会当日スタッフ（映写・照明）について、開催地域

に所属する当研究会世話人に協力を依頼し快諾を得たと報告された。 

    ・胃がん検診関係者向け研修会の講演内容について、消化器画像研究会代表世話

人代表の西田会員が中心になってすべての講師が統一した講演内容にするため

の資料（スライド・発表原稿）を作成したと報告された。 

  ケ．超音波研究会                        中村 学理事 

    ・第 42 回超音波研究会を 11 月 12日（土）13：30～17：00から中濃厚生病院 2 

階 講義室で開催予定。その内容等について報告された。また、第 62回世話人

会を開催予定であると報告がなされた。 

  コ．乳房画像研究会                      小野木満照理事 

    ・第 31 回乳房画像研究会について、2月に中部療護センター 3階討議室 （木沢

記念病院）にて開催予定と報告された。 

  サ．放射線治療技術研究会                    成瀬 徹理事 

    ・特になし 

 

 ９）地域報告 

  ア．岐阜地域                          萩野英俊理事 



    ・岐阜地域役員会を 8月 2日 18:30～21:00、岐阜市民病院会議室にて開催。平成

28年度第 2回画像研究会の開催について、表彰対象者の選出方法の地域意見の

決定等について協議したと報告がなされた。 

  イ．西濃地域                          中村 学理事 

    ・平成 28 年度第 1回西濃地域世話人会を 9月 23日 18:30 より大垣市民病院で開

催。第 2 回西濃画像研究会と第 21 回「市民の健康広場」、平成 28年度岐阜県

診療放射線技師会地域対抗チャリティソフトボール大会の参加者について等を

協議したと報告された。また、弔事 1件について対応したとの報告がなされた。 

  ウ．中濃地域                          末松 太理事 

    ・第 380回中濃画像研究会を 7月 20日（水）、市立美濃病院 で開催。参加者は

28名（申請中 3名 非会員 3名を含む）と報告された。 

    ・第 381回中濃画像研究会を 8月 31日（水）、可児とうのう病院 で開催。参加者

は 40名（ 非会員 4名を含む）と報告された。 

    ・平成 28年度第 2回役員会を 8月 31日（水）に可児とうのう病院で開催。関市

健康福祉フェスティバル、美濃市産業祭、平成 28年度第 4回理事会、平成 29 年

度表彰者の選出について協議したと報告された。 

  エ．東濃地域                          成瀬 徹理事 

    ・第 370 回東濃画像研究会を 9月 8日（木）に国保坂下病院で開催。参加人数は

19名（岐阜県診療放射線技師会会員 16名 賛助会員 3名 ）と報告された。 

  オ．飛騨地域                          西野直樹理事 

    ・平成 28年度第 27回市民健康まつりが 10 月 2 日（日）に 高山市役所・高山市

保健センターで開催され、参加団体 39団体、技師会員の参加人数 8名、市民来

場者数 145 名と報告された。 

    ・岐阜県病院協会医学会への参加促進の案内がなされた。 

１０）その他 

    ・各研究会開催日の重複について、できるだけ重複しないよう調整していただく

よう意見があがった。 

・平成 29年度ＣＣＲＴ（岐阜）のテーマについて、安田会長から案が挙げられた。

テーマ案の作成に至るまでの経緯等の詳細な説明がなされた後、一同に意見を

求めた。意見があれば理事会メール等にて提案頂ければ取り入れていきたい旨

の説明がなされた。意見の収集は橋本理事が担当することとなった。 

    ・次回理事会開催日について、一同に諮ったところ、平成 29年 1月 7日（土）10:00

～で決定された。 

 

 

以上 


