
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２９年度第３回理事会議事録 

 

開催日時 ：平成２９年１０月２８日（土）１５時００分~１７時４０分 

開催場所 ：大垣市民病院 ２病棟１階 会議室 

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、杉浦明弘、前野直人、萩野英俊、井上康弘、伊東徹、

丹羽文彦、杉野幸秀、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  ：中村学、多湖博史、 理事 

議事録作成：浅野宏文 

 

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３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２回理事会議事録確認 

   ・第２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 

   ・８月２６日大垣市民病院にて開催された岐阜県一般撮影を知る会の後援について、

メール会議にて承認を得た旨の確認がなされ、代表者宛てに承諾の旨の回答をし

たとの報告がなされた。 

   ・公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者の推薦について、表彰委員

会へ実施要項に沿って推薦いただくよう依頼したとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度第１回女性の健康支援事業検討会が８月２１日岐阜県庁にて開催さ

れ、総務理事、財務理事が参加したとの報告がなされた。 

   ・平成３０年度岐阜県当初予算に対する要望について、自由民主党岐阜県支部連合

会から県当初予算編成に対する要望書の提出を求められた旨の報告がなされた。 

   ・平成２９年度岐阜県公衆衛生協議会総会が８月２５日岐阜県医師会館にて開催。

森事務員が参加したとの報告がなされた。 

   ・古屋圭司政経フォーラムが８月２７日セラトピア土岐にて開催。増田事務局長が

参加したとの報告がなされた。 

   ・岐阜県診療放射線技師会雑誌第８８巻通号１２４号を８月３１日発刊したとの報



告がなされた。 

   ・平成２９年度冬季セミナー講演依頼について、日放技中澤会長から講演依頼を承

諾される旨の正式回答があったとの報告がなされた。  講演タイトルは、「日本

診療放射線技師会の現状と課題」。 

   ・地域対抗チャリティーソフトボール大会を１０月８日中日本自動車短期大学グラ

ンドにて開催。参加者数は４０名。優勝・岐阜地域、準優勝・西濃東濃地域連合、

三位・中濃地域であったとの報告がなされた。 

   ・２０１７衆議院議員選挙自由民主党立候補者への為書きについて、第一区から第

五区と比例区の選挙事務所へ届けたとの報告がなされた。 

・第２０回岐阜県嚥下障害研究会学術講演会が１０月２２日高山市民文化会館にて

開催。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、

代表者宛に承諾書を送付したとの報告がなされた。 

・第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会を１０月２２日高山市民文化会館にて開

催。７８名の参加、市民公開講座には市民 48 名が参加したとの報告がなされた。 

・法令に基づく監査について、医療整備課から日程調整依頼があり、候補日を１２

月２０日、２７日として回答した。 

・東海４県親睦野球大会を１１月３日側島グランドにて開催予定。参加団体は（公

社）愛知県診療放射線技師会、（公社）静岡県放射線技師会、（一社）三重県診療

放射線技師会、本会であると報告がなされた。 

・第１０回中部放射線医療技術学術大会を１１月４日～５日じゅうろくプラザにて

開催予定。実行委員会への支援と協力の要請があった。 

  イ．日本診療放射線技師会について 

   ・功労表彰および永年勤続表彰候補者の推薦について、功労表彰、永年勤続表彰５

０年、３０年を推薦候補者として挙げるとの報告がなされた。 

・平成２９年度第２回業務拡大に伴う統一講習会を８月１９日２０日岐阜赤十字病

院にて開催。受講者数は 26名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講師派遣依頼について、中澤会長から講師

派遣（熊代副会長）を承諾される旨の正式回答があった。 

・平成２９年度第１回地域委員会（全国会長会議）が９月２３日函館市市民会館大

会議室にて開催。出席者は地区責任者（都道府県会長）・日放技理事・日放技監査

監事。資料を提示の上、協議内容について報告がなされた。 

１）中澤会長 ・７０％以上の会員が「学士」、今後は６年制教育（治療）を念頭

に まずは、修士を目指せ ・毎年養成校が新設、 静岡（３年制）、大阪（４年

制専門学校）、新潟、順天大、大阪森ノ宮、福島県立医科大学 ・千葉県で臨床工

学士１０年間Ｘ線照射が実施されていた。県内の安全管理徹底すること。 

２）柔道整復師法一部改正法案に対する反対表明 



３）災害支援診療放射線技師研修会開催について・・・・各県１名 

４）６１歳以上の年会費を８，０００円として検討 

５）表彰規程の要件・・・３０年以上業務に従事と１５年以上会費完納 

６）被ばく低減認定施設の推進について 

７）アンケート調査について 

８）業務拡大に伴う統一講習会受講率について 

・平成２９年度第３回業務拡大に伴う統一講習会を１２月１６日１７日多治見市民

病院にて開催予定。受講予定数は６０名であるとの報告がなされた。 

  ウ．その他 

・事務所ビルの修繕について、１０月２７日２８日工事予定である旨の報告がなさ

れた。 

   

  審議事項 

   ・岐阜県下で開催される議員フォーラムへの参加について、日本診療放射線技師会

は国家試験委員の構成、医学物理士国家資格化、柔道整復師法一部改正法案など

に関する意見書や要望書を自由民主党診療放射線技師制度に関する懇話会や公明

党診療放射線技師制度に関する議員懇話会へ提出して定期的な意見交換が行われ

ている旨の説明がなされた。これを受け、本会より最低１名の参加を事前に理事

会で諮ったうえで派遣したいとの意見が上げられた。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。 

 

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予定。実行委員は、担

当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、本会か

ら広報に関する理事である旨の報告がなされた。また、講座の内容については、

講演２題、ミニ講座を予定している旨の説明がなされた。 

 

  審議事項 

   ・各種案内を郵便に代わってメールにて連絡する体制について、資料を提示の上、

連絡網の作成等について説明がなされた。一同に諮ったところ、全会一致で承認

された。しかしながら、研究会、地域、福利厚生、施設、個人などにこの主旨を

説明の上、同意が必要との意見があがり、同意の取り方などについては今後の検

討課題となった。 

 

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

   ・第１０回中部放射線医療技術学術大会について、実行委員会を開催。一般演題数



１５２演題、機器展示１８社、広告４２社、寄付６社である旨の報告がなされた。 

   ・会印の押印について、７事業の資料に対し押印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 

   ・平成２９年度第１回女性の健康支援事業会議を８月２１日岐阜県庁にて開催。資

料を提示の上、女性の健康支援事業「概要」、平成２９年度事業計画について、市

町村胃がん検診における女性の受診率向上のための取り組みについて協議したと

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、資料を提示の上、ドラッグス

トアより５０枚の依頼があり、ネット印刷にて１００枚印刷、予定の施設に配布

したとの報告がなされた。見積もりに関しては、メール会議にて了承を得ている

旨の確認がなされた。 

   ・法人監査に向けて、事務局長を中心に準備を進めている旨の報告がなされた。 

 

審議事項 

・事務局の古い資料のデータ化、過去１０年間の保存、古い書類の破棄について説

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。 

 

  イ．庶務                            浅野宏文理事 

   ・本会入会１６名（正会員１６名）の申請があっ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

病院にて開催予定である旨の説明がなされた。 

 

  審議事項 

   ・本会入会者について、一覧表を提示のうえ、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９月３０日現在で納入者 

６４８名、２年未納者は１名である旨の報告がなされた。 

   ・平成２９年度賛助会員会費請求について、９月３０日現在で納入３０社、未納２

社であるとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度岐阜県公衆衛生協議会年会費を９月２６日に納入したとの報告がな

された。 

   ・平成２９年度技師会会誌通号１２４号広告料納入状況について、９月３０日現在。



納入済広告料は２１社、未納は３社であるとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度中期末決算報告について、平成２９年度９月末残高報告書を提示の

上、詳細な説明がなされた。 

 

  審議事項 

   ・冬季セミナーについて、規模の拡大に伴い、執行予算の増額が見込まれる旨の説

明がなされた。一同に諮ったところ、正式な予算を立てたうえで再協議、継続審

議となった。 

   ・レントゲン祭並びに講演会の予算案の確認と予算執行について、予算に満たない

可能性がある旨の説明がなされた。予算に満たない場合は一般会計に戻すことで

承認された。 

   ・第９回県民公開講座について、予算案の確認と予算執行について、一同に諮った

ところ、全会一致で承認された。 

   ・１１月３日開催予定の東海４県親善野球大会の予算について、事業規模の拡大に

伴い、予算増額の必要性の説明がなされた。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２回を８月１９日２０日岐

阜赤十字病院にて開催、参加人数等について報告がなされた。第３回を１２月１

６日１７日多治見市民病院にて開催予定。第４回については、日時、場所とも未

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、内容は JART プログラムに準じ、申請も完了し

た旨の報告がなされた。また、平成３０年度に関しては、「MR 検査」にて調整中

である旨の報告がなされた。 

   ・平成２９年度第１回中日本地域教育委員会が１１月４日じゅうろくプラザにて開

催予定。それに参加予定である旨の報告がなされた。 

 

 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日高山市民文化

会館にて開催。内容、参加人数についての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、申請書類を作成中であるとの

の説明がなされた。 

   ・実行委員会を１２月１日関中央病院にて開催予定。学術大会の総括をするとの報



告がなされた。 

  イ．レントゲン祭並びに講演会                  豊田幸恵理事 

   ・平成２９年度レントゲン祭並びに講演会について、平成３０年２月１１日岐阜県

図書館多目的ホールにて開催予定。その内容について報告がなされた。同日午後、

県民公開講座を開催予定であるとの報告がなされた。 

  ウ．セミナー                          橋本利彦理事 

   ・平成２９年度冬季セミナーを平成３０年１月６日クインテッサホテル大垣にて、

開催予定。資料を提示の上、その内容等について報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・平成２９年度冬季セミナーのプログラム案について、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３回総務委員会を１０月１３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 

   ・平成２９年度冬季セミナーを平成３０年１月６日クインテッサホテルにて開催予

定。内容については検討中であるとの報告がなされた。 

  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、平成３０年２月発刊予定、賛助会員等へ広告

掲載の依頼、要項、回答用紙の送付手続きを開始した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１１件

の更新を行ったと報告がなされた。 

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



   ・イベント申請について、１０月２５日現在、生涯教育のカウント申請１３件、社

会活動のカウント申請５件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 

   ・岐阜県公衆衛生協議会会長表彰、関市政功労者表彰、岐阜県知事表彰について、

各々本会１名が表彰されたとの報告がなされた。 

   ・第３回表彰委員会を９月５日から９月８日にかけてメール会議にて開催。叙勲及

び褒章潜在者の推薦順位および厚生労働大臣表彰推薦候補者の推薦順位について

協議し、委員会での決定事項について報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・叙勲及び褒章潜在者について、会員４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。 

   ・厚生労働大臣表彰推薦候補者の推薦について、会員３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。 

 

  ク．社会活動                          伊東 徹理事 

   ・健康祭等の社会活動に使用するパネルの貸出依頼状況について、報告がなされた。 

  ケ．厚生                            杉野幸秀理事 

   ・チャリティソフトボール大会を平成２９年１０月８日中日本自動車短期大学グラ

ンドにて開催。４０名が参加、チャリティー募金（義援金）は４，１８８円であ

ったとの報告がなされた。 

   ・東海４県親善野球大会を平成２９年１１月３日側島グラウンドにて開催予定。参

加県は愛知、三重、静岡、岐阜県であるとの報告がなされた。 

   ・チャリティゴルフコンペを平成３０年３月に開催予定。場所は検討中であるとの

報告がなされた 

   ・平成２９年８月から１０月の慶弔報告は、慶事０件、弔事３件であったと報告が

なされた。 

 

  審議事項 

   ・東海４県親善野球大会に係る予算について、予算変更の提案がなされた。本件に

ついては、財務報告の際に協議された。 

   ・チャリティゴルフコンペの開催日について、３月１１日を第１候補として計画を

進めていくことを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．管理士分科会                        丹羽文彦理事 



   ・平成２９年度岐阜県原子力防災訓練が１１月２６日揖斐川町健康広場アリーナに

て開催予定。分科会として、参加する予定であるとの報告がなされた。 

  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（１１月５日）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２０回岐阜県診療放射線技師学術大会が１０月２２日高山市民文化センターに

て開催。担当研究会として参画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 X 線 CT 研究会を９月１０日村上記念病院にて開催。その内容と参

加人数について報告がなされた。また、同日、第３回世話人会を同会場にて開催

し、次回研究会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 

   ・第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会に担当研究会として参画したとの報告が

なされた。 

  カ．核医学談話会                        橋本利彦理事 

   ・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。その内

容、参加人数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した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。内容、参加人数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。次回研究会の内容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年度女性の健康支援事業における研修会を１２月１０日中濃厚生病院に

て開催予定。その内容について、教育講演３題を予定しているとの報告がなされ

た。 

  ケ．超音波研究会                        丹羽文彦理事 

   ・第４４回超音波研究会を平成２９年１１月１１日土岐市立総合病院にて開催予定。

その内容等について報告がなされた。同日、第６４回世話人会を開催予定。協議

予定項目について報告がなされた。 

  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。その内容につ

いて、また、同日世話人会を開催し、その協議内容について報告がなされた。 

   ・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。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。参加申し込み者５０名が確定したとの報告がなされた。 

  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 

   ・ぎふ市民健康まつりが１１月５日岐阜市文化会館にて開催予定。本会岐阜地域と

して参加予定であるとの報告がなされた。 

・第５２回岐阜地域画像研究会を１１月３０日開催予定。その内容について報告が

なされた。 

   ・岐阜地域公衆衛生事業功労表彰１名、岐阜県教育文化財団理事長表彰結核予防事

業功労者１名、がん対策推進功労者１名について報告がなされた。 

  イ．西濃地域                          丹羽文彦理事 

   ・第２２回市民の健康広場が１０月１５日に開催。本会西濃地域としてブースを出

展。当日スタッフとして会員１３名が参加したとの報告がなされた。 

・平成２９年第２回西濃画像研究会を１１月１６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。 

  ウ．中濃地域                          末松 太理事 

   ・第３９１回、３９２回、３９３回中濃画像研究会をそれぞれ平成２９年８月９日

可児とうのう病院、９月２０日郡上市民病院、１０月１８日白川病院にて開催。

その内容、参加人数等について報告がなされた。 

   ・社会活動として、１０月２２日関市文化会館にて開催された関市社会福祉大会フ

ェスティバルに参画。９名の会員が参加したと報告がなされた。 

   ・１件の弔事について報告がなされた。 

   ・岐阜県教育財団理事長表彰１名、関市政功労者表彰１名がそれぞれ表彰されたと

の報告がなされた。 

 

   審議事項 

   ・本会事業への参加呼びかけを推進しているが、参加者の確保が困難な事業も存在

するとの説明がなされた。会長より、今後の事業展開について、次年度以降の検

討項目であるとの意見が上げられた。 

 



  エ．東濃地域                         成瀬 徹理事 

   ・第３８０回東濃画像研究会を９月１４日市立恵那病院にて、第３８１回を１０月

１９日東濃厚生病院にて開催。各々、その内容と参加人数について報告がなされ

た。 

   ・東濃画像研究会の収支報告について、資料を提示の上、報告がなされた。 

  オ．飛騨地域 

   ・平成２９年度第２８回市民健康まつりが１０月１日高山市役所、高山市保健セン

ターにて開催。３８団体が参加し、本会もブースを出展、８名の会員が参加した

旨の報告がなされた。 

   ・第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会が１０月２２日高山市民文化会館にて開

催。担当地域として参画、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１月２６日（金）１９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                                 両監事 

   ・来年度に向けて、事業の継続、中止、延期を含めた検討を依頼された。 

                                  

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

 

７．閉会の辞 

  庶務担当理事より第２回理事会を閉会すると宣言され、１７時４０分に閉会した。 

 

平成２９年１０月２８日 

 

議事録の内容に相違ないことを証します。 

 

公益社団法人岐阜県診療放射線技師会       

 

会長    安 田  鋭 介        

 

 

 監事    福 山  誠 介        

 

野 倉  敏 久        


