
 

平成３０年４月２５日 

 

 

 報 告 書（議事録）  

 

公益社団法人 岐阜県診療放射線技師会 会長 殿 

 

会 議 名 
公社）岐阜県診療放射線技師会 中濃地域 

平成３０年度第１回世話人会 

開 催 日 平成３０年４月２５日 開催場所 関中央病院 ２階 会議室 

出 席 者 

 

欠席者 

末松太 山田良孝 清水裕貴 土屋大輔 奥田大輔 小栗達彦 鈴木義昌 松岡義直  

庄司力哉 渡辺享信 川崎光弘 吉村成雅 和田亮一 伊藤信行 山元直也 以上１６名  

梅村喜昭 倉坪進司 藤原大輔 以上３名 

議長･司会 末松太 報 告 者 中濃地域理事 末松 太 

 

議 事 内 容 

内容 ：以下の４項目について協議し決定した。 

① 平成３０年度各研究会・分科会世話人案について 

（新世話人は４月２８日の第１回理事会で承認後決定となります。）新世話人は赤字にて記載 

研究会名 世話人氏名 在任期間 所属施設名 

消化器画像研究会 西田知弘 Ｈ２４～ 中濃厚生病院 

女性部会 柿本亜紀 Ｈ２８．６～ 中濃厚生病院 

超音波研究会 野田季江 Ｈ２７．６～ 中濃厚生病院 

Ｘ線ＣＴ研究会 太田明宏 H30.6～ 中濃厚生病院 

核医学談話会 小川大輔 Ｈ２８．６～ 木沢記念病院 

放射線治療技術研究会 山元直也 Ｈ２５～ 木沢記念病院 

乳房画像研究会 福永真紀 H30.6～ 木沢記念病院 

医療情報研究会 吉村成雅 H30.6～ 関中央病院 

消化器画像研究会 鈴木義昌 Ｈ２７～ 関中央病院 

Ｘ線ＣＴ研究会 玉置紘也 Ｈ２３～ 東可児病院 

会長 副会長 事務局長 

    



ＭＲ研究会 猿原和典 Ｈ２７～ 東可児病院 

ＭＲ研究会 渡辺享信 H30.6～ 可児とうのう病院 

核医学談話会 田中祐樹 Ｈ２７．６～ 郡上市民病院 

医療情報研究会 奥田大輔 H30.6～ 郡上市民病院 

血管造影技術研究会 和田亮一 H30.6～ 可児とうのう病院 

血管造影技術研究会 庄司力哉 H30.6～ 木沢記念病院 

超音波研究会 小椋一輝 H30.6～ 美濃市立美濃病院 

乳房画像研究会 石井美枝 H30.6～ 岐阜医療科学大学 

管理士分科会 檜山征也 H30.6～ 木沢記念病院 

② 平成３０年度中濃画像研究会世話人について 

新世話人は赤字にて記載 

役職 氏名 勤務先 

支部長 川崎光弘 可児とうのう病院 

副支部長 糟谷幸徳 木沢記念病院 

副支部長 渡辺享信 可児とうのう病院 

学術代表 吉村成雅 関中央病院 

学術 清水裕貴 鷲見病院 

学術 土屋大輔 中濃厚生病院 

学術 奥田大輔 郡上市民病院 

学術 梅村喜昭 美濃市立美濃病院 

学術 小栗達彦 木沢記念病院 

学術 和田亮一 可児とうのう病院 

郡上地区幹事 倉坪進司 国保白鳥病院 

関美濃地区幹事 鈴木義昌 関中央病院 

加茂地区幹事 伊藤信行 白川病院 



可児地区幹事 松岡義直 東可児病院 

事務局 総務 庄司力哉 木沢記念病院 

事務局 庶務 田野倉亮 木沢記念病院 

事務局 会報 山元直也 木沢記念病院 

事務局 会計 本田 学 可児とうのう病院 

顧問 末松 太 中濃厚生病院 

③ 平成３０年度中濃地域年間計画 

 開催月 場所 内容 学術担当 

第３９９回 ４月   関中央病院  教育講演 関中央 鈴木 

第４００回 ５月   シティホテル美濃加茂 400 回記念事業 木沢 庄司 

第４０１回 ６月   土岐市立病院 第 32 回中濃東濃

合同画像研究会 

事務局 

第４０２回 ８月   美濃市立美濃病院  美濃 梅村 

第４０３回 ９月 可児とうのう病院  可児とうのう 和田 

 10月 関市文化会館 社会福祉活動 全役員 

第４０４回 11月 郡上地域 3病院  郡上・白鳥・鷲見 

第４０５回 12月 東可児病院  東可児 松岡 

第４０６回 １月 中濃厚生病院  中濃厚生 土屋 

第４０７回 ３月 郡上地区 講演・懇親会 郡上地区 

 

④ 第４００回中濃画像記念事業について（中濃事務局より） 

・予算書 

<収入の部> 
  

科目 予算 
 

参加費（会員） 20,000 40 人×500 円 

参加費（非会員・賛助会員） 6,000 6 人×1000 円 

中濃地域研究会運営費 51,274 中濃地域平成 30年度予算申請分 

共催金 50,000 キャノンメディカル 

合計 127,274   

   



<支出の部> 
  

科目 予算 
 

会場費 51,000 

シティホテル美濃加茂  

室料     29.400 円  

会場設営費 21.600 円 

会議交通費 15,000 ４００回記念準備委員会交通費 

会議費 9,000 お茶 150円×60本 

講師料 20,000 県技師会規定に準ずる 

講師源泉徴収 2,274   

講師交通費 20,000 県技師会規定に準ずる 

資料作成・郵送・予備費 10,000   

合計 127,274   

４月２３日にキャノンメディカルから共催金について承諾の連絡があり、上記予算書を世話人会で承認した。

記念講演会の詳細については、実行委員長の庄司力哉会員のもと、準備委員会で検討する。尚、情報交換会

については、すべての経費を情報交換会の参加費で賄うことで実施する。 

⑤ 社会活動に使用の中濃地域所有のパネルについて 

今年度は地域理事所属施設の可児とうのう病院で保管する。 

 


