
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２９年度第５理事会議事録 

 

開催日時：平成３０年３月２１日（水）１７時００分~１９時１５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、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、伊東徹、杉浦明弘、萩野英俊、井上康弘、中村学、 

末松太、成瀬徹、西野直樹 各理事 

     野倉敏久 監事 

欠席者 ：丹羽文彦、杉野幸秀、前野直人 各理事 

     福山誠介 監事 

 

１．開会の辞                            浅野宏文理事 

  庶務担当理事より平成２９年度第５回理事会を開催するとの挨拶があった。 

２．代表理事挨拶                          安田鋭介理事 

３．議長選出                            安田鋭介理事 

４．議事 

 １）その他 

平成２９年度第４回理事会議事録確認 

   ・第４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 

   ・日本 CT技術学会６回学術大会が平成３０年６月３０日開催予定。これの後援依頼

について、メール会議にて承認を得た旨の確認がなされ、講演承諾の回答をした

と報告された。 

   ・平成２９年度レントゲン祭並びに岐阜県女性の健康支援事業フォーラムを平成３

０年２月１１日岐阜県図書館にて開催。内容、参加人数について報告された。 

   ・平成２９年度第１０回県民公開講座を平成３０年２月１１日岐阜県図書館にて開

催。参加人数１００名であったと報告された。 

   ・本会雑誌第８９巻１２５号を平成２月２８日発刊したと報告された。 

   ・平成２９年度第４回業務拡大に伴う統一講習会を平成２９年２月２４日、２５日

岐阜市民病院にて開催。受講者３１名であったと報告された。 

   ・平成２９年度岐阜医療科学大学学位授与式並びに修了証書授与式が平成３０年３

月２０日岐阜医療科学大学にて開催。出席したと報告された。 

   ・平成３０年度岐阜医療科学大学入学式が平成３０年４月４日開催予定。これに出

席予定であるとの報告がなされた。 



  イ．日本診療放射線技師会について 

   ・日本診療放射線技師会、日本診療放射線技師連盟理事会が平成３０年２月２４日

日本診療放射線技師会事務所にて開催。資料を提示の上、経費削減を念頭に事業

を進めていくこと、全国学術大会の演題募集について、統一講習会受講率向上の

ため厚労省立ち入り検査の項目に入れるよう要望書を提出したこと等、協議内容

について報告された。技師連盟においては、連盟への加入促進を目標とするとの

報告がなされた。 

   ・平成３０年度第１回業務拡大に伴う統一講習会を平成３０年５月２６日２７日大

垣市民病院にて開催予定であると報告された。 

   ・全国都道府県医療事故調査等支援団体等連絡協議会の平成２９年度の活動につい

て、岐阜県は連絡協議会開催数１回、本会は欠席しており、会議内容等は不明で

あると説明がなされた。併せて、本会は協議会の会員として登録されているはず

が未登録であったために開催連絡がされなかったこととの説明がなされた。次年

度より参加予定である。 

   ・診断参考レベルに関する活動について、平成２９年度本会はこれに関する活動は

行っていないが、平成３０年度８月２６日にこれに関するセミナーを開催する予

定であると報告された。 

   ・平成３０年度「医療被ばく低減施設認定」事業推進について、日本診療放射線技

師会として講演会を全国１０か所で開催予定。また、講習会を全国５か所で開催

予定であると報告された。本会は、平成３０年８月２６日に講習会を開催予定で

あると報告された。 

  ウ．その他 

   ・第１０回中部放射線医療技術学術大会運営委員会について、平成３０年２月１７

日、ハートフルスクエア G にて運営委員会を開催。安田理事、中村理事、杉浦理

事、松野総務委員が出席し、資料を提示の上、事業報告、収支決算・監査報告、

第１１回の大会の概要について協議されたと報告された。 

   ・第５９回東海四県放射線技師学術大会の会長会議が平成３０年２月４日アクトシ

ティー浜松コングレスセンターにて開催。会長、両副会長が参加し、資料を提示

の上、協議内容について報告された。 

 

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

   ・第１０回県民公開講座を２月１１日岐阜県図書館にて開催。その内容、参加人数

等について報告がなされた。 

   ・第１回県民公開講座運営会議を平成３０年３月８日本会事務所にて開催。資料を

提示の上、収支報告、アンケート調査結果、次回県民公開講座、第１０回の反省

等について協議したと報告がなされた。 



   ・平成２９年度に開催された本会チャリティ事業にて集められた義援金について、

総額３５，１２６円を熊本復興にかかる寄付として手続きを進めると報告された。 

 

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

   ・本会第６９回通常総会について、平成３０年６月１０日岐阜県図書館にて開催予

定であると報告された。 

   ・会印の押印について、５事業を提示の上、これに係る書類に対し、会の印を押印

したと報告された。 

 

 ４）事務局報告 

  ア．総務                            竹島賢治理事 

   ・平成２９年度レントゲン祭並びに岐阜県女性の健康支援事業フォーラムを平成３

０年２月１１日岐阜県図書館にて開催。参加人数、内容等について報告された。 

   ・女性の健康支援事業について、岐阜県健康福祉部保健医療課がん・疾病対策係よ

り、平成３０年度の事業委託は無しとの連絡を受けたと報告された。 

   ・本会第６９回通常総会にかかる資料について、編集中であると報告された。資料

の印刷の依頼先については、見積もりを提示の上、改めて審議することとなった。 

  イ．庶務                            浅野宏文理事 

   ・本会入会２名（正会員２名）、退会１３名（正会員１２名、賛助会員１社）、育児

に伴う会費免除２名の申請があったとの報告がなされた。 

   ・２年間の会費滞納に伴う会員資格喪失者１名について、本人確認等を実施したと

報告がなされた。 

   ・行政への提出書類について、平成３０年度事業計画に係る書類を平成３０年３月

３１日までに電子申請にて行うとの説明がなされた。 

 

  審議事項 

   ・本会各種申請者ならびに会員資格喪失者について、一覧を提示のうえ、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２９年度県技師会費納入状況について、平成２９年１月末状況で納入者 ７２

６名、未納者は２３名である旨の報告がなされた。 

   ・平成３０年度本会会費請求について、日本診療放射線技師会と本会会費の合算請

求にて行う旨の説明がなされた。併せて、請求案内文は平成３０年３月中に日本

診療放射線技師会より発送され、納入期限は９月３０日であると報告された。 

   ・本会のみの会員について、請求案内文は平成３０年４月末に本会事務所より発送



され、納入期限は９月３０日であるとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度決算について、平成３０年３月３１日付にて実施するため、各地域、

研究会等の収支報告は滞りなく提出いただくよう依頼された。 

   ・年会費の口座自動振替について、自動振替可能となるよう手続きを進めている旨

の報告がなされた。平成３０年中に手続きを完了し、来年度から口座自動振替が

可能となるよう準備するとの説明がなされた。また、本件については、８月発刊

予定の本会会誌に掲載予定であると報告された。 

 

  審議事項 

   ・平成３０年度予算案について 

    平成３０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３０

年度（平成３０年４月１日から平成３１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。平成３０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３０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。 

 

５）ＪＡＲＴ教育事業                       浅野宏文理事 

   ・業務拡大に伴う統一講習会について、第４回を平成３０年２月２４日２５日岐阜

市民病院にて開催。３１名の参加であったと報告された。 

・平成３０年度第１回業務拡大に伴う統一講習会を平成３０年５月２６日２７日大

垣市民病院にて開催予定であるとの報告がなされた。 

   ・平成３０年度ＪＡＲＴ基礎技術講習「MRI 検査」について、MR 技術研究会と調整

中である旨の報告がなされた。 

   ・平成３０年度診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーについて、平成３

０年７月、シティホテル美濃加茂にて開催予定。内容はＪＡＲＴ推奨プログラム

に準ずること、本会夏季セミナーとの併催を計画していく旨の説明がなされた。 

 

   審議事項 

   ・平成３０年度診療放射線技師フレッシャーズセミナーの開催日を平成３０年７月

２１日にすること、夏季セミナーとの併催にて開催することについて、一同に諮

ったところ、全会一致で承認された。 

 

 



 ６）学術事業報告 

  ア．学術大会                          加藤秀記理事 

   ・第２１回岐阜県診療放射線技師学術大会について、平成３０年１０月２８日岐阜

県総合医療センターにて開催予定。担当を岐阜地域、放射線治療技術研究会、乳

房画像研究会とする旨の報告がなされた。 

   ・準備委員会を平成３０年３月２７日本会事務所にて開催予定。学術大会の内容に

ついて協議する旨の説明がなされた。 

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

   ・平成２９年度レントゲン祭並びに岐阜県女性の健康支援事業フォーラムについて、

平成３０年２月１１日岐阜県図書館多目的ホールにて開催。その内容ならびに参

加人数等について報告がなされた。 

   ・平成３０年度レントゲン祭並びに講演会を平成３１年２月１１日（月）岐阜県図

書館にて開催予定であると報告された。 

  ウ．セミナー                          多湖博史理事 

   ・平成２９年度夏季セミナーを平成３０年７月２１日シティホテル美濃加茂にて開

催予定。例年同様、フレッシャーズセミナーとの併催であるとの報告がなされた。 

 

 ７）委員会報告 

  ア．総務委員会                         竹島賢治理事 

   ・平成２９年度第５回総務委員会を３月１６日本会事務所にて開催。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 

   ・特になし 

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

   ・第５９回東海四県放射線技師学術大会にて企画されたシンポジウムに本会会員１

名をシンポジストとして推薦、参加いただいたと報告された。 

   ・医療被ばく低減施設認定取得に向けた講演を平成３０年８月２６日岐阜県図書館

にて開催予定。内容等は未定であると報告された。 

   ・第６１回東海四県放射線技師学術大会について、本会が担当することを受け、平

成３１年２月１１日じゅうろくプラザを予約したと報告された。 

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

   ・会誌８９巻通号１２５号について、第４回、第５回編集委員会を平成３０年２月

２日、２月２３日に開催。編集作業等を行い、平成３０年２月２８日８５０冊を

発刊したと報告された。また、３月１３日には謹呈５施設を含む５２施設に送付

した旨の説明がなされた。 

   ・依頼事項として、会誌１２５号に掲載予定の各種データをサーバーへ早急にアッ



プロードすること、メーカー講演の場合も講師名・所属等をプログラムに明記す

ること、プログラムと抄録との間でタイトルに齟齬がないことを確認すること、

施設名・所属を正確に記載すること、word 形式にて提出すること、投稿規程を遵

守すること、座長名を記載すること、写真には所属・名前・タイトルを付けるこ

と、提出期限を遵守すること、遅れる際は必ず連絡すること、新入会員がいる場

合は会誌配布を円滑に行うために速やかに連絡すること、文苑は編集委員が依頼

する地域から提出すること、新規賛助会員の募集等の説明がなされた。 

 

   審議事項 

   ・現在の会誌の配付方法について、賛助会員、地域理事等と介して会員に届けてい

ること、また、今後の配付方法として、郵送を含めた検討をしていく必要あると

の説明がなされた。郵送料等の検討も含め、継続審議となった。 

 

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

   ・ホームページについて、全体案内３件、研究会・分科会・地域からの連絡１６件

の更新を行ったと報告がなされた。 

   ・メールマガジン、会員情報登録システムについて、構築を進めていると報告され

た。 

  カ．イベント申請                        橋本利彦理事 

   ・生涯教育のカウント申請について、３月１９日現在、生涯教育として７事業を申

請したとの報告がなされた。 

   ・日放技システムにて平成２９年８月２６日に開催された事業までカウント完了し

ている旨の説明がなされた。 

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

   ・平成２９年度地区役員等の功労者表彰授与式が平成３０年２月４日アクトシティ

浜松コングレスセンターにて開催。会員１名が日本診療放射線技師会会長表彰功

労賞を受賞されたとの報告がなされた。 

・第６回表彰委員会を平成３０年３月１７日から２０日にかけてメール会議にて開

催。各種表彰（厚生労働大臣表彰、地区公衆衛生協議会会長表彰、岐阜県教育文

化財団理事長表彰、本会会長表彰）の被表彰者候補について協議、理事会にて推

薦することになったとの報告がなされた。 

   ・西濃地域公衆衛生協議会会長表彰の被表彰候補者について、被表彰者候補１名が

受賞要件に不備があるとして、受理されなかった旨の説明がなされた。併せて、

提出書類の内容等の見直しを検討するとの説明がなされた。 

 

  審議事項 



   ・厚生労働大臣表彰の被表彰者候補１名が挙げられ、一同に諮ったところ、全会一

致で承認された。 

   ・地区公衆衛生協議会会長表彰の被表彰者候補９名が挙げられ、一同に諮ったとこ

ろ、全会一致で承認された。 

   ・岐阜県教育文化財団理事長表彰について、がん対策推進功労者４名、結核予防事

業功労者２名が挙げられ、それについて一同に諮ったところ、全会一致で承認さ

れた。 

   ・本会会長表彰の被表彰者候補について、永年勤続３０年１３名、県功労２名、地

域功労７名が挙げられ、それについて一同に諮ったところ、全会一致で承認され

た。 

   ・名誉会員推戴について、名誉会員推戴規程に基づき１名を挙げられ、一同に諮っ

たところ、全会一致で承認された。今後は、ご本人に宛に理事会で承認された旨

の通知書を送付することとした。 

 

  ク．社会活動                          伊東 徹理事 

   ・特になし 

  ケ．厚生                            杉野幸秀理事 

   ・チャリティゴルフコンペを平成３０年３月１１日法仙坊ゴルフ倶楽部にて開催。

参加人数は２８名、チャリティ募金は２０，７１０円であったと報告された。 

   ・平成２９年度、２月から３月の慶弔報告は、慶事１件、弔事２件であったと報告

がなされた。 

 

 ８）分科会・研究会報告 

  ア．管理士分科会                        橋本利彦理事 

   ・特になし 

 

   審議事項 

   ・岐阜県から依頼のあった岐阜県原子力災害医療協力機関登録について、資料を提

示の上、詳細な説明がなされた。本会として、これに登録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。 

 

  イ．女性分科会                         豊田幸恵理事 

   ・第２回女性分科会世話人会を平成３０年１月２７日ぎふ綜合健診センターにて開

催。資料を提示の上、協議内容について報告がなされ、参加者を女性に限らない

方針での運営を検討していきたいとの説明がなされた。 

   ・第１０回女性分科会を平成３０年１月２７日ぎふ綜合健診センターにて開催。そ



の内容、参加人数等について報告がなされた。 

   ・JART 女性躍進委員会エリアマネージャー会議が平成３０年２月３日日本診療放射

線技師会事務所にて開催され、本会女性分科会代表世話人が参加、協議内容につ

いて資料を提示された。 

   ・Bririant７第２回役員会議が平成３０年３月３日愛知県診療放射線技師会事務所

にて開催され、本会女性分科会代表世話人が参加、協議内容について資料を提示

された。 

   ・県民公開講座実行委員会が平成３０年５月に開催予定であり、担当分科会として、

参加予定であるとの報告がなされた。 

   ・JART人材育成委員会女性活躍推進班中日本ブロック（Brriant７）について、平成

３０年１１月１７日、１８日に開催予定である第１１回中部放射線医療技術学術

大会にて１セッションを企画しているとの報告がなされた。 

  ウ．診療放射線技師医療情報研究会                西野直樹理事 

   ・特になし 

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

   ・平成２９年度第３回世話人会を平成３０年３月１７日高山赤十字病院にて開催。

第５２、５３回研究会について、その他連絡事項について協議したとの報告がな

された。 

   ・第５１回Ｘ線ＣＴ研究会を平成３０年３月１７日高山赤十字病院にて開催。内容、

参加人数等について報告がなされた。 

   ・第５２回Ｘ線ＣＴ研究会を平成３０年６月１６日村上記念病院にて開催予定であ

るとの報告がなされた。 

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

   ・ＭＲ技術研究会世話人会を平成３０年２月２３日本会事務所にて開催。第５８回

研究会、世話人交代について協議したとの報告がなされた。 

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

   ・第５１回核医学談話会を平成３０年３月１０日大垣市民病院にて開催。その内容、

参加人数等について報告がなされた。 

・同日、第５１回世話人会を大垣市民病院にて開催。次回談話会の内容等について

協議したとの報告がなされた。 

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

   ・第４７回血管造影技術研究会を平成３０年３月３日高山赤十字病院にて開催。内

容、参加人数について報告がなされた。 

・同日、第５４回世話人会を開催。次回研究会の内容、次期世話人等について協議

したとの報告がなされた。 

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



   ・平成２９年度第２回世話人会を平成３０年３月１７日本会事務にて開催。資料を

提示の上、第４５回研究会、世話人交代等について協議されたと報告がなされた。 

  ケ．超音波研究会                        中村 学理事 

   ・第４５回超音波研究会を平成３０年６月２３日西美濃厚生病院にて開催予定。そ

の内容については協議中であるとの報告がなされた。 

  コ．乳房画像研究会                       橋本利彦理事 

   ・特になし 

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

   ・世話人会における指名出席者への交通費等の支給の可否について、が確認事項と

して挙げられた。財務担当理事より、会議等にかかるものであること、会員であ

ること等支給要件について説明がなされ、要件を満たすものであれば支給可であ

ると回答された。 

 

 ９）地域報告 

  ア．岐阜地域                          萩野英俊理事 

   ・岐阜地域世話人会を平成３０年２月２０日本会事務所にて開催。第５３回岐阜地

域画像研究会について、各種表彰者、等について協議したとの報告がなされた。 

   ・本会地域功労として会員６名、岐阜市および岐阜地域公衆衛生事業功労表彰に４

名、岐阜県教育文化財団理事長表彰、がん対策推進功労１名、結核予防事業１名

を推薦したと報告がなされた。 

・慶事１件、弔事１件について報告がなされた。 

 

   審議事項 

   ・岐阜地域から選出する平成３０、３１年度研究会等世話人候補者について、資料

を提示の上、説明がなされた。世話人候補者について一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。 

 

  イ．西濃地域                          中村 学理事 

・平成２９年度第３回西濃画像研究会および地域報告会を平成３０年３月２１日大

垣市民病院にて開催。その内容、参加人数等について報告がなされた。 

・表彰について、公益財団法人岐阜県教育文化財団理事長表彰、がん対策推進功労

者１名、結核予防事業功労者１名が受賞されたと報告がなされた。また、平成３

０年度公益財団法人岐阜県教育文化財団理事長表彰がん対策推進功労、結核予防

事業功労に各々１名、平成３０年度西濃地域公衆衛生協議会会長表彰１名を推薦

したと報告された。 

 



審議事項 

・西濃地域から選出する平成３０、３１年度研究会等世話人候補者について、資料

を提示の上、説明がなされた。世話人候補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．中濃地域                          末松 太理事 

   ・第３９６回、３９７回、３９８回中濃画像研究会を各々平成３０年１月２４日中

部療護センター、２月２１日美濃市立美濃病院、３月１５日国保白鳥病院にて開

催。その内容、参加人数等について報告がなされた。 

   ・平成２９年度第２回中濃地域役員会を平成２９年１２月２０日太田病院にて開催。

議事録を提示の上、次期中濃地域役員、研究会等世話人、次年度事業計画等につ

いて協議したと報告がなされた。 

 

   審議事項 

   ・中濃地域から選出する平成３０、３１年度研究会等世話人候補者について、資料

を提示の上、説明がなされた。世話人候補者について一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。 

   ・第４００回中濃画像研究会を記念大会として開催したい旨の報告がなされた。こ

れに伴い、事業規模の拡大を計画しており、予算の変更（追加）について、金額

を提示の上、説明がなされた。会場費に相当する金額を追加予算として挙げるこ

とについて一同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

 

  エ．東濃地域                          成瀬 徹理事 

・第３８４回東濃画像研究会を平成３０年２月１５日岐阜県立多治見病院にて開催。

その内容と参加人数について報告がなされた。 

・弔事１件について、報告がなされた。 

 

審議事項 

・東濃地域から選出する平成３０、３１年度研究会等世話人候補者について、資料

を提示の上、説明がなされた。世話人候補者について一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。 

 

  オ．飛騨地域                          西野直樹理事 

   ・第２回飛騨地域勉強会を平成３０年３月４日久美愛厚生病院にて開催。参加人数、

その内容等について報告された。 

    



   審議事項 

   ・飛騨地域から選出する平成３０、３１年度研究会等世話人候補者について、資料

を提示の上、説明がなされた。世話人候補者について一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。 

 

１０）その他 

   ・代表理事より、来年度からの世話人交代に際し、地域間での意見の相違による世

話人の重複等が発生しないよう充分に留意していただきたいとの意見が挙げられ

た。 

   ・編集担当理事より、本会会誌の乱丁等についての説明がなされた。これについて、

発注した印刷会社へ報告し、また、その回答が書面にて郵送されたとの報告がな

された。内容は、このような事態が発生しないよう会社としての対処法について

の報告、また、本会編集担当者との連携を密にしていくとの回答であったと説明

がなされた。 

   ・事務局長より、事務局の電話名義変更手続き完了の旨の報告がなされた。 

   ・事務局長より、土曜、日曜、祝日に本会事務所にて世話人会等の会議を開催する

場合、本会事務所への立入方法は会議開催の前日に事務所開錠の方法についての

連絡をするとの説明がなされた。 

 

以上 


