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理 事 会 報 告 書 
 

                         報告日  平成 31 年 1 月 12 日 

 

担当：                           報告者  川崎光弘    印 

 

    

 報告事項 

 

社会活動 

 

１ 日時： 平成 30年 10月 14日（日）10:00～15:00 

２ 場所： 関市文化会館 

３ 内容： 関市民社会福祉大会フェスティバル 

４ 参加者： 川崎光弘 渡辺享信 土屋大輔 中島 慎二 岡嶋涼太 山元直也 田野倉亮 

       松岡義直 （会員 8名） 

５ 一般市民参加者（総数 約 1, 000 名 内、放射線コーナー約 50 名） 

 

関市と関市社会福祉協議会の共催で、平成 30 年 7 月豪雨 被災地応援プロジェクト「つなが

ろう。SEKI」をスローガンに企画開催された。関係機関・団体が一体となり、健康や福祉へ

の理解を深め、医療・保健・福祉の関係者と市民が共に協力し、市民の健康の増進と福祉の

向上を目指す。一般市民が参加するこのイベントに岐阜県放射線技師会として放射線コーナ

ーを出展した。パネル展示による放射線を利用した医療画像の説明と放射線の安全な取り扱

いなどを行い、開催趣旨に沿った解説と診療放射線技師の役割をアピールした。 

関市と関市社会福祉協議会の共催で、平成 30 年 7 月豪雨 被災地応援プロジェクト「 つ

ながろう。SEKI 」をスローガンに企画開催される。関係機関・団体が一体となり、健康や

福祉への理解を深め、医療・保健・福祉の関係者と市民が共に協力し、市民の健康の増進と

福祉の向上を目指す。 

 

 

 芳名簿（別紙 1 参照） 

 

表彰関連 

 10 月 23 日（火）：中濃公衆衛生協議会長表彰    末松 太会員（中濃厚生病院） 

 12 月 3 日（月）：加茂地域公衆衛生協議会長表彰  奥村一郎会員（農成病院） 
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第 404 回中濃画像研究会 

 

1 日時 平成 30 年 11 月 20 日（火）19：00～21：00 

2 場所 郡上市民病院 6 階 会議室 

3 内容 メーカー講演（2 社）・会員発表（3 題） 

4 参加者：会員 25 名 

 

メーカー講演            座長 郡上市民病院 診療放射線部  奥田大輔 

 

 『最新 DR システム及び画像処理について』  富士フイルムメディカル株式会社 

            モダリティーソリューション部 マネージャー 菅良太郎 様 

 『血管撮影システムの最前線 Trinias unity edition について』 

      （株）島津製作所 医療機器営業部 血管撮影システム担当 大矢峻之 様 

 

会員発表                座長 郡上市民病院 診療放射線部 冨田雄太  

 

『RevolutionHD の初期使用経験』  郡上市民病院 診療放射線検査部 中野雄太 会員 

『AquilionONE の導入と現状』          鷲見病院 放射線科 清水裕貴 会員 

『AquilionONE の使用経験』         中濃厚生病院 放射線科 小寺勇爾 会員 

 

実機見学 

『郡上市民病院 血管撮影室』         郡上市民病院 診療放射線部 冨田雄平 

 

 

研究会プログラム及（別紙 2）、芳名簿（別紙 3-1、3-2）、参照 

 
 

公社）岐阜県診療放射線技師会 中濃地域 

平成 30年度第 2回世話人会 

 

日 時：平成 30年 11月 20日（火） 21：00～22：00 

場 所：郡上市民病院 6階 会議室 

出席者：川崎光弘 渡辺享信 清水裕貴 奥田大輔 梅村喜昭 倉坪進司 鈴木義昌 伊藤信行 

    松岡義直 庄司力哉 田野倉亮 山元直也 末松 太 以上 13名 
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内 容：以下の 3項目について協議をした 

 

① 平成 31年度各研究会・分科会世話人案について 

  

（新世話人は来年度第 1回理事会で承認後決定となります。） 

 

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 

消化器画像研究会 鈴木義昌 Ｈ２７～ 関中央病院 

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 

超音波研究会 小椋一輝 Ｈ３０．６～ 美濃市立美濃病院 

Ｘ線ＣＴ研究会 太田明宏 Ｈ３０．６～ 中濃厚生病院 

Ｘ線ＣＴ研究会 玉置鉱也 Ｈ２３～ 東可児病院 

核医学談話会 小川大輔 Ｈ２８．６～ 木沢記念病院 

核医学談話会 田中祐樹 Ｈ２７．６～ 郡上市民病院 

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 石井美枝 Ｈ３０．６～ 岐阜医療科学大学 

乳房画像研究会    

医療情報研究会 吉村成雅 Ｈ３０．６～ 関中央病院 

医療情報研究会 奥田大輔 Ｈ３０．６～ 郡上市民病院 

ＭＲ技術研究会 渡辺享信 Ｈ３０．６～ 可児とうのう病院 

ＭＲ技術研究会 猿原和典 Ｈ２７～ 東可児病院 

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 

管理士分科会 檜山征也 H30.6～ 木沢記念病院 

 

② 平成 31年度中濃画像研究会世話人について 

                      

役職 氏名 勤務先 経験年数 

支部長 川崎光弘 可児とうのう病院 15 
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副支部長 糟谷幸徳 木沢記念病院 2 

副支部長 渡辺享信 可児とうのう病院 10 

学術代表 吉村成雅 関中央病院 18 

学術 清水裕貴 鷲見病院 5 

学術 土屋大輔 中濃厚生病院 4 

学術 奥田大輔 郡上市民病院 11 

学術 梅村喜昭 美濃市立美濃病院 6 

学術 小栗達彦 木沢記念病院 6 

学術 和田亮一 可児とうのう病院 5 

郡上地区幹事 倉坪進司 国保白鳥病院 11 

関美濃地区幹事 鈴木義昌 関中央病院 6 

加茂地区幹事 伊藤信行 白川病院 12 

可児地区幹事 松岡義直 東可児病院 13 

事務局 総務 庄司力哉 木沢記念病院 6 

事務局 庶務 田野倉亮 木沢記念病院 6 

事務局 会報 山元直也 木沢記念病院 15 

事務局 会計 綾野祥和 可児とうのう病院 2 

顧問 末松 太 中濃厚生病院 6 

 

 

 

③ 平成 31年度中濃地域年間計画 黄色は変更あり 

 開催月 場所 内容 学術担当 

第４０８回 ４月   木沢記念病院  教育講演 関中央 鈴木 

第４０９回 ５月   関中央病院  木沢 庄司 

第４１０回 ６月 

第3週   

木沢記念病院 
 

第 33 回中濃東濃

合同画像研究会 

事務局 
（東可児・木沢・郡上 3病院） 
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 7月 6日 夏季セミナー 美濃加茂シティホテル  

第４１１回 ８月   美濃市立美濃病院  美濃 梅村 

第４１２回 ９月 可児とうのう病院  可児とうのう 和田 

第４１３回 １０月 郡上地域 3病院  郡上・白鳥・鷲見 

 １１月 健康フェア 美濃市立病院 社会福祉活動 美濃 梅村 （全員） 

第４１４回 １２月 東可児病院  東可児 松岡 

第４１５回 １月 中濃厚生病院  中濃厚生 土屋 

 ２月 レントゲン祭など   

第４１６回 ３月 可児地区 講演・懇親会 可児地区 

 
   

 

④ 平成 31年度の中濃地域からの表彰者選出 

前々年度理事の渡辺氏の推薦により選出 

 表 彰 名 氏 名 会員番号 所属施設名 

 中濃公衆衛生協議会長表彰 大楠充彦 27885 和良診療所 

 加茂地域公衆衛生協議会長表

彰 

各務博行 25702 濃飛ファミリークリニック 

 がん対策功労者表彰 細江憲幸 26763 白川病院 

 結核予防事業対策功労者表彰 梅村喜昭 23680 美濃市立美濃病院 

     

 

 

⑤ 中濃地域に表彰者選出委員を置く 

 理事が交代しても滞りなく中濃地区より表彰者を選出するために、長年中濃地域の技師会

活動等に熟知している方から選出した 

 

 施 設 名 氏 名  

 特定医療法人緑三会 太田病院 山田良孝  

 美濃市立美濃病院 梅村喜昭  

 JCHO可児とうのう病院 渡辺享信  

 

その他 

美濃市立美濃病院の梅村会員より、平成 31 年 2 月 24 日（日）に美濃市で開催予定の美濃市

民公開講座にて参加者募集の依頼あり、（マンモの内容で 講師に長尾育子先生を迎えて） 

 

 

 

第 405 回中濃画像研究会 

 

1. 日時 平成 30 年 12 月 23 日（木）19：00～21：00 

2. 場所 東可児病院 6 階 会議室 

3. 内容 メーカー講演・会員発表（2 題） 
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4. 参加者：会員 16 名 

 

メーカー講演                     座長 東可児病院 松岡義直 

 

 『シーメンス CT 装置 SOMATOM 最新情報』   

  （CT 製品トピックス・被ばく管理ツール・Mammo 断層撮影技術） 

シーメンスヘルスケア株式会社 ダイアグノステックイメージング事業本部 

CT 事業部  松浦孝俊 様 

  

 

会員発表                        座長 東可児病院 猿原和典  

 

『大腸がん術前 3DCT における画像支援』         東可児病院 小澤 萌 会員 

『当院における高精細モニター精度管理』          白川病院 伊藤信行 会員 

 
 

 

研究会プログラム及（別紙 4）、芳名簿（別紙 5）、参照 
 

審議事項  

 

交通費の見直しをお願いします。 

 

  


