
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２９年度第２回理事会会報 

 

開催日時：平成２９年８月６日（日）１０時００分~１３時５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、杉野幸秀、萩野英俊、井上康弘、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 ：前野直人 理事 

 

 

議事 

 １）その他 

ア．平成２９年度第１回理事会議事録確認 

   ・第１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。 

イ．総会運営委員会報告 

 ・第６８回通常総会を平成２９年６月１１日岐阜医療科学大にて開催。参加人数、

滞りなく遂行できた旨の報告がなされた。併せて、資料を提示のうえ、改善点等

を挙げ、今後の総会に反映させる意向である旨の説明がなされた。 

 ・平成２８年度活動報告並びに会計報告について、資料を提示のうえ、詳細な説明

がなされた。 

 

 審議事項 

 ・総会において、多くの会員から委任された者が欠席となった場合、総会が不成立

になる可能性がある。これの対処法として、委任された者が何らかの理由により

当日欠席になる場合は、電話等の手段により別の会員に委任することの意見があ

がり、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。本件については、総会運営

委員への周知することの依頼がなされた。 

 

 ２）会長報告                           安田鋭介理事 

  ア．本会について 

   ・岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会胃がん・肺がん部会への任期満了に伴う

後任委員について、平成２９・３０年度（任期２年間）の委員として、胃がん部

会に末松会員、肺がん部会に山田会員を推薦したとの報告がなされた。併せて、

本件については、メール会議で承認を得ている旨の説明がなされた。 

   ・岐阜市公共施設予約システム利用者登録について、ハートフルスクエアＧ岐阜市



生涯学習センターの利用者登録が完了したとの報告がなされた。併せて、利用手

続き等は事務局に問い合わせていただく旨の説明がなされた。 

   ・岐阜県庁からの委託事業「女性の健康支援事業」について、胃がん検診に従事す

る者が県内の胃がん死亡率、検診受診率等について共通理解し、県民への啓発、

検診受診率の向上を図る必要があることの説明がなされた。資料を提示のうえ、

事業の目的、事業内容等について報告がなされた。 

   ・平成２９年度診療放射線技師業務に関する調査依頼について、県内３５施設から

回答されたとの報告がなされた。 

   ・岐阜市より、法人市民税均等割減免決定通知書を受け取ったとの報告がなされた。 

   ・県内で発生した被ばく相談の内容を日本診療放射線技師会へ報告する義務がある

被ばく相談担当者として、岡田会員留任を日放技地域理事へ報告した旨の説明が

なされた。 

   ・第６８回通常総会を平成２９年６月１１日岐阜医療科学大学にて開催。その内容

と出席者数５３２名であった旨の報告がなされた。 

   ・診療放射線技師学校養成所指定規則の見直しに向けて、「委員会案を支持する」議

案が総会にて承認された旨を日放技中澤会長に報告したことの説明がなされた。 

   ・平成２８年度事業報告等一式を行政庁に電子申請したとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー・夏季セミナーを

平成２９年７月８日シティホテル美濃加茂にて開催。参加人数等について報告が

なされた。 

   ・平成２９年チャリティボウリング大会を平成２９年７月２３日ＯＳボールにて開

催。参加人数、チャリティ募金額等について報告がなされた。 

  イ．日本診療放射線技師会について 

   ・平成２９年度業務拡大に伴う統一講習会について、第１回を平成２９年５月２７

日２８日岐阜医療科学大学にて開催。受講者数２１名、内容等について報告がな

された。 

・公益社団法人日本診療放射線技師会創立７０周年記念式典が平成２９年６月２日

パレスホテルにて開催。これに参加した旨の報告がなされた。 

・公益社団法人日本診療放射線技師会第７８回定時総会が平成２９年６月３日日経

ホールにて開催。本会からは安田会長、小野木副会長、橋本副会長、浅野理事が

参加したとの報告がなされた。 

・中央医療事故調査等支援団体連絡協議会における都道府県技師会の担当者につい

て、竹島理事を日本診療放射線技師会地域理事に推薦した旨の報告がなされた。 

・平成２９年度業務拡大に伴う統一講習会について、第２回を平成２９年８月１９

日２０日岐阜赤十字病院にて開催予定であるとの報告がなされた。 

  ウ．その他 



・平成２９年度第１回中部放射線医療技術学術大会運営委員会が平成２９年６月１

０日ハートフルスクエア－Ｇにて開催。参加者は安田会長、中村理事、杉浦理事。

議事録を提示のうえ、協議内容について、詳細な報告がなされた。 

   

  審議事項 

   ・岐阜県庁からの「女性の健康支援事業」について、資料を提示のうえ、詳細な説

明がなされた。これを受諾することを一同に諮ったところ、全会一致で承認され

た。 

   ・第３３回ＪＣＲＴ函館大会情報交換会へのお酒の寄贈について、その内容ならび

にメール会議にて承認されたことの確認がなされた。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。 

 

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

   ・平成２８年度熊本地震義援金について、熊本県知事より御礼状をいただき、これ

を技師会ホームページに掲載したとの報告がなされた。 

   ・第１０回県民公開講座について、平成３０年２月１１日に開催予定、場所は未定、

実行委員を担当する研究会等は消化器画像研究会、超音波研究会、放射線治療技

術研究会であるとの報告がなされた。また、内容として２講演、ミニ講座を予定

しており、その講演者について、報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・武儀医師会から武儀医師会主催講演会の後援依頼について、詳細な説明ならびに

メール会議にて後援を承認されたことの確認がなされた。これを一同に諮ったと

ころ、全会一致で承認された。 

 

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

   ・公益社団法人岐阜県看護協会平成２９年度定時総会が平成２９年６月２２日県民

ふれあい会館サマランカホールにて開催され、出席したとの報告がなされた。 

   ・第１０回中部放射線医療技術学術大会について、第４回から第７回の実行委員会

を開催。ランチョンセミナーの予定、機器展示、広告等、協議内容について詳細

な報告がなされた。 

   ・５研究会等の案内文書等への押印依頼に対し、対応したとの報告がなされた。 

 

 ４）事務局報告 

  ア．総務                            竹島賢治理事 

   ・本年度の女性の健康支援事業について関係者への説明会を平成２９年７月８日シ



ティホテル美濃加茂にて実施。参加者は、安田会長、楳田財務理事、消化器画像

研究会担当末松理事、女性分科会担当豊田理事、同部会世話人代表吉川委員、竹

島総務理事。昨年度の事業説明と本年度の事業内容について、本年度の事業の企

画を消化器画像研究会と女性分科会に依頼することについて協議したと報告がな

された。 

・新事務局員の面接について、平成２９年６月３０日本会事務所にて実施。参加者

は安田会長、小野木副会長、増田事務局長、竹島総務理事。事務員１名退職によ

る人員補充のため２名の面接を施行したとの報告がなされた。 

・事務局員の契約について、Ｍ事務員を１年間の再雇用で合意。雇用条件は現状維

持、時間外勤務の削減、理事会等への出席を了解していただいた。Ｔ事務員は、

１年間の雇用にて採用予定。時間外勤務の削減に関しては、Ｔ事務員も含め改善

策を増田事務局長が検討中。理事会等の出席は、年間行事も含め半分以上の参加

をお願いしたとの報告がなされた。 

・女性の健康支援事業の啓発ポスター配布について、十字折２，９００枚、折なし

１００枚作成。医師会、歯科医師会、病院協会には安田会長と増田事務長が交渉

中。配布先については、資料を提示のうえ説明がなされ、各イベントにおいても

配布予定であるとの説明がなされた。 

 

審議事項 

・本年度女性の健康支援事業の一連として、内視鏡検診車に関する報告を盛り込む

ことの提案がなされた。事業の一環として盛り込む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。 

・飛騨地域（会場から遠方に在住）からの講演者の前泊宿泊費について、前泊宿泊

費を充てることについての問い合わせに対し、財務理事より、特別な事情がない

限り認められない旨の説明がなされた。 

 

  イ．庶務                            浅野宏文理事 

   ・本会入会１５名（正会員１４名、賛助会員１社）、退会１名、会費終身免除１名、

療養のための会費免除１名の申請があったとの報告がなされた。 

   ・行政への提出書類について、平成２８年度事業報告に係る提出書類を平成２９年

６月２９日提出、７月１０日修正書類を提出したとの報告がなされた。 

   ・マンモグラフィ講習会について、平成２９年１２月２日３日岐阜大学医学部附属

病院にて開催予定、内容、収支計画等について詳細な説明がなされた。 

 

  審議事項 

   ・本会入会、退会、会費免除申請者について、一覧を提示のうえ、一同に諮った。



入会、退会、会費終身免除申請者においては全会一致で承認された。療養のため

の会費免除申請者においては、規程に則り、仕事に復帰されているため申請を認

めないことで承認された。 

 

  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６月３０日現在で納入者 

４０１名（２，８０７，０００円）、納入期限は９月末日であり、各研究会並びに

各地域画像研究会での納入斡旋依頼があった。 

   ・平成２９年度賛助会員会費請求について、３１社に対して７月５日請求案内を発

送したとの報告がなされた。 

   ・平成２８年度岐阜県診療放射線技師会費未納入会員の状況について、資料を提示

のうえ説明がなされた。 

   ・事務局の労働保険３，９０３円を７月７日国庫へ納入したと報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・チャリティソフトボール大会の運営費について、予算の確認がなされた。また、

その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                       浅野宏文理事 

   ・業務拡大に伴う統一講習会について、平成２９年度第１回を５月２７日２８日岐

阜医療科学大学にて開催、参加人数等について報告がなされた。第２回を８月１

９日２０日岐阜赤十字病院にて開催予定であるとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度ＪＡＲＴ基礎技術講習「Ｘ線ＣＴ」について、平成３０年度１月１

４日村上記念病院にて開催予定、Ｘ線ＣＴ研究会と進める旨の説明がなされた。 

   ・平成２９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、本年度

も本会事業である夏季セミナーと併催、平成２９年７月８日シティホテル美濃加

茂にて開催、ＪＡＲＴへ開催報告書を提出した旨の報告がなされた。 

 

   審議事項 

   ・ＪＡＲＴ基礎技術講習「Ｘ線ＣＴ」に関する開催日、場所、プログラム、講師等

について、資料を提示のうえ説明がなされた。これらについて、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日高山文化セン



ターにて開催予定。プログラム等について詳細な説明がなされた。また、高山市

コンベンション開催支援への補助金申請について、申請書類を提出する予定であ

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年度レントゲン祭ならびに講演会について、平成３０年２月１１日開催

予定。講演会には、胃がん健診関係者向け研修会を充てる予定であるとの報告が

なされた。 

  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２９年７月８日シティホテル美濃加茂にて、診

療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーと併催。内容、参加人数等につい

て報告がなされた。 

   ・平成２９年度冬季セミナーを平成３０年１月６日ロワジールホテル大垣にて開催

予定との報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・平成２９年度冬季セミナーの開催日、場所（平成３０年１月６日、ロワジールホ

テル大垣）について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

 

 ７）委員会報告 

  ア．総務委員会                         竹島賢治理事 

   ・平成２９年度第２回総務委員会を７月２８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 

   ・地域委員会を平成２９年７月８日シティホテル美濃加茂にて開催。平成３０年度

の各地域の予算について協議したとの報告がなされた。内容は、地域研究会及び

世話人会の予算について、各地域は県技師会より一定額の補助を受け、その範囲

内で地域研究会及び世話人会の運営を行うこと。また、補助金の金額については、

各地域同額とし平成３０年度の予算案を基に検討を行うこと。地域研究会及び世

話人会の運営について、地域研究開催回数及び参加費、飲食代、講師料について

は各地域研究会の裁量とすること。補助金で運営が困難な場合は、研究会の参加

費などで調整を行うこと。世話人会の回数及び飲食については、各地域の裁量と

すること、但し、世話人会の交通費については、３回／年まで２０円／ｋｍで支

給すること。各地域の社会貢献について、各地域で開催される健康祭等の社会貢

献事業への参加費用については、前年度実績に基づき、次年度の予算を上げ、各

地域への補助金とは別に参加費、参加者の交通費（駐車場代も含む）、飲食代、景

品などの雑費を経費として支給すること。交通費については、２０円／ｋｍで計



算し支給すること。平成３０年度予算ついては、上記に基づき１２月末までに予

算案を財務まで提出すること。それを基に県技師会からの補助金の金額の検討を

行うこと。平成３１年以降予算については、平成３０年度の実績に基づき、再度

検討を行うこと。このようにまとまったと報告がなされた。 

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

   ・世話人交代について、円滑な世話人交代と会の運営のために各研究会世話人の在

任期間を一覧で提出依頼中であり、これを基に学術教育委員会にて任期期間を考

慮して交代人数の調整を行うと説明がなされた。 

   ・各研究会等への依頼事項として、プログラムを構成する際は、会員以外のスケジ

ュール時間配分が、会員の発表や講演より多くならないこと、会員以外の発表者

の人数が会員の発表や講演より多くならないこと、以上２点に注意することと説

明がなされた。 

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

   ・会誌８８巻通号１２４号について、８月３１日発行、発行部数８５０冊との報告

がなされた。 

   ・依頼事項として、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。 

  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６件、研究会・分科会・地域からの連絡１９件

の更新を行ったと報告がなされた。 

   ・マンモグラフィ講習会に関する受講申込システムの構築を実施したとの報告がな

された。 

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

   ・イベント申請について、７月２０日現在、生涯教育のカウント申請１２件を申請

したとの報告がなされた。 

   ・平成２９年６月３日に開催された第６２回放射線治療技術研究会まで終了確定済

みであるとの報告がなされた。 

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

   ・厚生労働大臣表彰、岐阜県公衆衛生協議会会長表彰について、岐阜県診療放射線

技師会会員からそれぞれ１名推薦、受賞が決定したとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度公衆衛生事業功労者表彰について、申請時期を超過したとの報告が



なされた。 

 

  審議事項 

   ・中濃公衆衛生協議会会長表彰候補者について、第２回表彰委員会にて承認された

旨の説明がなされた。岐阜県診療放射線技師会として推薦することについて、一

同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

 

  ク．社会活動                          伊東 徹理事 

   ・特になし 

  ケ．厚生                            杉野幸秀理事 

   ・チャリティボウリング大会を平成２９年７月２３日美濃加茂市ＯＳボールにて開

催。チャリティ募金１０，２２８円、参加人数等について報告がなされた。 

   ・チャリティソフトボール大会を平成２９年１０月１５日中日本自動車短期大学グ

ランドにて開催予定。当日の準備等協力依頼があった。 

   ・都道府県対抗親睦野球大会を平成２９年１１月３日、チャリティゴルフコンペを

平成３０年３月に開催予定であるとの報告がなされた。 

   ・平成２９年５月から７月の慶弔報告は、慶事１件、弔事７件であったと報告がな

された。 

 

  審議事項 

   ・会長より、都道府県対抗親睦野球大会の開催について、参加する県の詳細な情報

を収集し、開催する方向で円滑に準備を進めてほしいとの依頼がなされた。 

 

 ８）分科会・研究会報告 

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

   ・特になし 

  イ．女性分科会                         豊田幸恵理事 

   ・代表世話人が参加しているＪＡＲＴ人材育成委員会女性活躍推進班中日本ブロッ

クについて、第１０回ＣＣＲＴにてセッションを企画。女性分科会世話人は労務

支援を行う予定であるとの報告がなされた。 

   ・第１０回女性分科会を平成３０年１月２７日開催予定であ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 

   ・第２８回診療放射線技師医療情報研究会を平成２９年７月１日せきこもれび地域

交流ホールにて開催。その内容等について報告がなされた。 

   ・第２回世話人会を平成２９年７月２０日関中央病院にて開催。第２９回研究会、

第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会、世話人交代について協議したとの報告



がなされた。 

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

   ・平成２９年度第１回世話人会を平成２９年７月１９日本会事務所にて開催。第５

０回、５１回研究会、ＪＡＲＴ基礎技術講習「Ｘ線ＣＴ検査」、世話人交代につい

て協議したとの報告がなされた。 

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

   ・世話人会を平成２９年７月７日本会事務所にて開催。岐阜県診療放射線技師学術

大会への参画、世話人交代等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５０回核医学談話会を平成２９年９月２日じゅうろくプラザにて開催予定、そ

の内容等について報告がなされた。同日、世話人会を開催し、第５１回談話会の

内容について協議予定であるとの報告がなされた。 

   ・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予定である

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４６回血管造影技術研究会を平成２９年８月２６日岐阜県立多治見病院にて開

催予定、プログラム等について報告がなされた。また、同日、第５３回世話人会

を開催予定、第４７回研究会、世話人交代等について協議予定であると報告がな

された。 

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

   ・平成２９年度第１回世話人会を平成２９年７月２２日中濃厚生病院にて開催、県

民公開講座、女性の健康支援事業と消化器画像研究会との関わり等について協議

したとの報告がなされた。 

   ・第４４回消化器画像研究会を平成２９年７月２２日中濃厚生病院にて開催、内容、

等について報告がなされた。 

  ケ．超音波研究会                        中村 学理事 

   ・第４３回超音波研究会を平成２９年６月２４日久美愛厚生病院にて開催、その内

容等について報告がなされた。同日、第６３回世話人会を開催、次回研究会等に

ついて協議したとの報告がなされた。 

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

   ・乳房画像研究会を平成２９年１０月２８日木沢記念病院にて開催予定、内容はマ

ンモグラフィの読影に関する講習ならびに会員発表を中心に進めているとの報告

がなされた。また、同日世話人会を開催予定。 

   ・マンモグラフィ講習会について、平成２９年１２月２日３日岐阜大学医学部附属

病院にて開催予定。日本乳がん検診精度管理中央機構と進めていると報告がなさ

れた。 



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

   ・第６２回放射線治療技術研究会を平成２９年６月３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。同日、世話人会を開催、次回研究会につ

いて協議したとの報告がなされた。 

 

   審議事項 

   ・研究会開催案内状について、事務局にて発送いただけるか、また、案内状の記載

内容について、開催場所、日時にとどめ、詳細はホームページにて確認する形式

にしたいとの提案があがった。総務理事より、すべてを事務局にて賄うことは困

難であるとの報告がなされた。電子情報担当理事より、各施設のメーリングリス

トを作成、研究会プログラムを配信することは可能であるとの意見が出された。

併せて、メールマガジン等会員向け情報の配信も検討、取り組んでいくこととな

った。 

 

 ９）地域報告 

  ア．岐阜地域                          萩野英俊理事 

   ・岐阜地域画像研究会を平成２９年５月３１日岐阜市民病院にて開催、その内容等

について報告がなされた。 

   ・岐阜地域役員会を平成２９年７月３１日本会事務所にて開催。岐阜市、岐阜地域

公衆衛生事業功労表彰対象者各々１名を推薦した等、協議内容について報告がな

された。 

   ・慶事報告１件。 

  イ．西濃地域                          中村 学理事 

   ・平成２９年第１回西濃画像研究会を平成２９年６月２２日西美濃厚生病院にて開

催。その内容等について報告がなされた。 

  ウ．中濃地域                          末松 太理事 

   ・第３８８回、３８９回、３９０回中濃画像研究会をそれぞれ平成２９年５月１７

日鷲見病院、６月１５日土岐市立総合病院（第３１回中濃東濃合同画像研究会）、

７月１９日美濃病院にて開催。その内容、参加人数等について報告がなされた。 

   ・３件の弔事について報告がなされた。 

   ・中濃公衆衛生協議会会長表彰候補者として会員１名を表彰委員会へ推薦したとの

報告がなされた。 

  エ．東濃地域                         成瀬 徹理事 

   ・第３７７回、３７８回、３７９回東濃画像研究会をそれぞれ平成２９年５月１０

日岐阜県立多治見病院、６月１５日土岐市立総合病院（第３１回中濃東濃合同画

像研究会）、７月１３日多治見市民病院にて開催。その内容、参加人数等について



報告がなされた。 

    

   審議事項 

   ・会長より、東濃画像研究会の事業報告と会計報告のあり方について、年度末にま

とめて報告することの提案がなされた。事務処理の状況も踏まえ、今後の確認事

項となった。 

 

  オ．飛騨地域 

   ・第１回飛騨地域役員会を平成２９年６月１４日に開催。第１回飛騨地域勉強会に

ついて協議したと報告がなされた。 

   ・第１回飛騨地域勉強会を平成２９年７月２２日久美愛厚生病院にて開催。その内

容、参加人数等について報告がなされた。 

 

１０）その他 

   ・庶務理事より、次回理事会の開催日時、場所について１０月２８日１５時から本

会事務所との提案が出され、一同これを承認した。 

 

５．講評 

   ・各地域研究会の役員数について、現状は各地域に一任されている。交通費等の割

合が各地域で格差が見受けられるため、役員数の統一化を検討してみたらいかが

か。 

                                     両監事 

                                  

以上 

 


