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理 事 会 報 告 書 
 

                         報告日  平成 31 年 4 月 17 日 

 

担当： 中濃地域                      報告者 川崎光弘    印 

 

    報告事項 

 

第 407 回中濃画像研究会 
1 日時 平成 31年 4月 17 日（水）19：00～21：00 

2 場所 木沢記念病院 中部療護センター3階 討議室 

3 内容 講演・会員発表（2題） 

4 参加者：中濃地域会員 43名 メーカー2 名 

                            司会 木沢記念病院 田野倉亮 

メーカー講演 

                            座長 木沢記念病院 小栗達彦 

  『医療被ばく低減への取り組みと医療安全（被ばく低減ガイドライン）』 

          （株）島津製作所 医用グローバルマーケティング部  田中修二 先生 

会員発表  

                        

『膝関節側面撮影の補助具の検討』                木沢記念病院 臼井宏樹 

 

『123I-IMP 脳血流 Dynamic SPECT において回転速度が画質に与える影響』 

       木沢記念病院 伊藤貴則 
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新人紹介 

 会員発表前に新人紹介をしました。中濃地区に 5 人の新人が入職され、これからの抱負など

挨拶をされました。 

 

 
公社）岐阜県診療放射線技師会 中濃地域 

令和 1年度第 1回世話人会 

 

日 時：平成 31年 4月 17日（水） 21：00～22：00 

場 所：木沢記念病院 中部療護センター3階 討議室 

出席者：梅村喜昭、清水裕貴、奥田大輔、鈴木義昌、松岡義直、庄司力哉、渡辺享信、川崎光弘、

倉坪進司、伊藤信行、田野倉亮、糟谷幸徳、吉村成雅、小栗達彦、和田亮一、以上 15 名 

 

理事会報告 

 ・川崎から、平成 30年度第 6回理事会の報告を行った 

1. 2019 年 6 月 9 日に岐阜県診療放射線技師会総会を開催します、少しでも多くの参加をお願い

します。 

会場：岐阜医療科学大学 早緑ホール（予定） 

2. 2019 年度フレッシャーズセミナー及び夏季セミナー 

日時：2019 年 7 月 6 日（土）開催予定 

会場：シティホテル美濃加茂 

3. チャリティーボーリング大会 

日時：2019 年 7 月 21 日（日）午前 10 時より 

会場：美濃加茂市（OS ボール） 

4. 業務拡大に伴う統一講習会 

 2～3 回の開催予定（2019 年度で最後です、以降は東京での開催です） 

 日程・会場は未定 

4. 第 35 回日本診療放射線技師学術大会について 

 会期：2019 年 9 月 14 日（土）～16 日（月・祝） 

 会場：大宮ソニックシティ（〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町 1-7-5） 

   第 36 回大会：宮城県 

   第 37 回大会：東京都 

5. 第 22 回岐阜県診療放射線技師学術大会 

   日程：2019 年 10 月 6 日（日） 

   場所：ソフトピアジャパン 10 階 大会議室 

       〒503-8569 岐阜県大垣市加賀町 4 丁目 1 番地 7 

       担当：西濃地域 放射線管理士分科会、消化器画像研究会 

6. 第 61 回東海四県放射線技師学術大会 

日時：2020 年 2 月 11 日（火・祝）9 時 30 分～（予定） 

場所：じゅうろくプラザ 

内容：整形外科領域をテーマ 

7. 70 年史発刊に向けての準備委員に中濃地域からは渡辺享信会員を登録しました（可児とうの

う病院） 

8. 第 409 回中濃画像研究会は例年行われています東濃地域との合同です。会場は木沢記念病院

です 

  日時：6 月 13 日（木）19 時～21 時 

中濃地域の会員発表は（郡上市民・東可児病院・木沢記念病院）の 3 施設ですお願いします。 

 

 

 

議 事 内 容 

 



平成31年度第1回理事会 

理事会書類番号42 

公益社団法人 岐阜県診療放射線技師会 

まず、3 月に行われるはずでした、第 407 回中濃画像研究会を諸事情にて延期という形をと

りましたことをお詫びします。他の行事と重なり参加者が少なかった事、日付の変更も考え

ましたが、講演されますメーカーさんの都合が合わなかった事、また懇親会の方も参加者が

少なかった事で開催中止とし、会場の方も丁重にお断りさせていただきました。その為、第

407 回中濃画像研究会を日付、場所を変更し木沢記念病院で開催する事にしました。また懇親

会の方はどうするか来年 3 月の予定を決めたいと思います。 

 

1） 郡上地域で再度開催する？ 

2） 郡上地域は無し、予定通り可児地域にして開催する？ 

それについて意見を・・・ 

 

（・皆の意見を集約すると白鳥病院主催で開催を待つ所までいっていたが参加者が少なかった

事と講演されるメーカー側の日程も年度末のため都合が合わない事で仕方なく延期せざるを

得なかったので、今回は郡上地区の開催を中止とした。2019 年度は予定通り可児地区での開

催とすることで決定 ） 

 

2019年度の社会活動について 

 

・2019 年 11 月 9 日(土)、10 日（日）に美濃市で開催予定の美濃市健康フェアーに中濃画像研

究会の社会活動として参加予定。参加に当たっては美濃病院の梅村先生にご無理を言ってい

ろいろな手続等を代行で行っていただけるということですので指示に従って参加したいと思

っています。皆様の意見をお聞かせください。 

（・関市民健康フェアーへの参加では、開催時期がチャリティーソフトボールと重なることが

多く、もともと参加者が少ないところなので、人員の配置が難しい。 

中濃画像研究会としてのブースでパネル展示や胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診・

乳がん検診の啓蒙活動を行っているが、それだけでは集客数が伸びず、また展示ブースも

年々縮小されてきているのが現状。 

・骨密度測定などを行うにあたっては医師の配置も必要となるため中濃画像研究会だけでは

難しい 

  ・今現在美濃市立病院が行っている健康フェアーがあり、そこでは骨密度測定（超音波装置）、

貧血測定検査、栄養指導、体組成測定、健診啓発ポスターやパネルの展示、乳がん関心啓

蒙ポケットティッシュ配布等があり、来場者も多くにぎわっています。 

・そこに中濃画像研究会の社会活動として参加させていただき、交代でお手伝いや、検診の

啓蒙などを行っていきたいと思います。 

 ・2019年 10月の関市文化会館で行われます、健康福祉大会への参加をどうするか？ 

  この件では、以下の事が問題あり 

○年々会員の参加人数の減少 

○チャリティーソフトボール大会の開催日と重なりやすくどちらへも参加者を送り出すのが難

しい 

○中濃画像研究会としてのブースもパネル展示のみで来場者も減少ぎみ 

○担当理事・事務局が関市との関連が少ない（他の地域の人、打ち合わせになかなか行けない） 

 （・地域の方たちとの連携がうまくいかず孤立気味。 

  ・医師の立ち合いが無いため、独自の催しが限られる。 

・粗品の配布等で参加者が集まる傾向があるが、そのためだけに予算が出せない事がある。 

  ・今年度はいろいろ話し合った結果、関市の健康フェアーへの参加を見送ることとした。 
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① 平成 31年度中濃画像研究会世話人一覧 

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 

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 

 

② 平成 31年度中濃地域年間計画  

 開催月 場所 内容 学術担当 

第４０７回 ４月   木沢記念病院  講演・会員発表 木沢 小栗 

第４０８回 ５月   関中央病院  関中央 鈴木 
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第４０９回 ６月 
   

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） 

 7月 6日 夏季セミナー 美濃加茂シティホテル 岐阜県放射線技師会 

 7月 21日 チャリティーボーリング 美濃加茂市（OSボール） 岐阜県放射線技師会 

第４１０回 ８月   美濃市立美濃病院  美濃 梅村 

第４１１回 ９月 可児とうのう病院  可児とうのう 和田 

第４１２回 １０月 郡上地域 3病院  郡上・白鳥・鷲見の 3 地区 

 １１月 健康フェアー 美濃市立病院 社会福祉活動 美濃 梅村 （全員） 

第４１３回 １２月 東可児病院  東可児 松岡 

第４１４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  岐阜県放射線技師会 

第４１５回 ３月 可児地区 講演・懇親会 東可児 松岡 

 

③ 平成 31年度の中濃地域からの表彰者選出 

 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    

 加茂地域公衆衛生協議会長表

彰 

   

 郡上地域公衆衛生協議会長表

彰 

   

 結核予防事業対策功労者表彰    

 がん対策功労者表彰    

 

④ 中濃地域に表彰者選出委員 

 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（報告事項） 

・平成 31 年 3 月 29 日中濃地域 大野宮利会員のご尊父様の通夜式に参列してきました。供

花一対と弔電の方を岐阜県診療放射線技師会会長小野木氏の名で出させていただきまし

た。 
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