
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成３０年度第１理事会議事録 

 

開催日時：平成３０年４月２８日（土）１０時００分~１１時２５分 

開催場所：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、

前野直人、伊東徹、杉浦明弘、丹羽文彦、杉野幸秀、萩野英俊、中村学、 

成瀬徹 各理事 

     福山誠介、野倉敏久 監事 

欠席者 ：豊田幸恵、多湖博史、井上康弘、末松太、西野直樹 各理事 

 

１．開会の辞                            浅野宏文理事 

  庶務担当理事より平成３０年度第１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５回理事会議事録確認 

   ・第５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 

   ・平成３０年度事業計画書等に係る書類、事業計画書、収支予算書、資金調達及び

設備投資の見込み書類、平成２９年度第５回理事会議事録を行政庁へ電子申請に

て提出した旨の報告がなされた。 

   ・原子力災害医療協力機関の登録通知について、資料を提示の上、被災者の放射性

物質の汚染測定、放射性物質の検査チームの派遣等、その内容について説明がな

され、本会が登録されたとの報告がなされた。 

   ・平成２９年度岐阜医療科学大学学位授与式並びに修了証書授与式が平成３０年３

月２０日岐阜医療科学大学にて開催され、出席した旨の報告がなされた。 

   ・平成３０年度岐阜医療科学大学入学式が平成３０年４月４日可児市文化創造セン

ターにて開催され、出席した旨の報告がなされた。 

   ・熊本地震義援金について、資料を提示の上、熊本県健康福祉部健康福祉政策課長

より受領書を受け取った旨の報告がなされた。 

   ・岐阜県医療勤務環境改善支援センター運営協議会委員の推薦について、資料を提

示の上、任期満了に伴い、後任委員１名の推薦が必要である旨の説明がなされた。 

   ・診療放射線技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について、資料



を提示の上、改正箇所は臨床実習を行う施設に、新たに介護医療院を規定するこ

ととなった点であり、併せて、この症例は平成３０年３月１５日付で公布され、

平成３０年４月１日より施行されると説明がなされた。 

   ・第３４回岐阜県病院協会医学会の後援依頼について、資料を提示の上、当学会の

後援を受諾することをメール会議にて承認されたことの確認がなされた。 

   ・第６９回通常総会の会告について、本会第６９回通常総会を平成３０年６月１０

日岐阜県立図書館にて開催すると報告された。 

  イ．日本診療放射線技師会について 

   ・平成２９年度地域学術奨励賞受賞者の推薦について、第１０回中部放射線医療学

術大会において優秀演題受賞者から選抜した旨の報告がなされた。 

  ウ．東海四県放射線技師学術大会運営委員会について 

・東海四県放射線技師学術大会の運営検討会が平成３０年４月１７日愛知県診療放

射線技師会研修会にて開催され、小野木副会長が参加。運営について協議された

と報告された。 

 

  審議事項 

  ・岐阜県医療勤務環境改善支援センター運営協議会委員の推薦について、詳細な説明

がなされ、橋本理事を推薦する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回県民公開講座に係る運営会議を平成３０年５月１８日岐阜大学医学部附

属病院にて開催予定。担当する研究会等から世話人が参加予定であると報告され

た。 

   ・平成２９年度に開催された本会チャリティ事業にて集められた義援金について、

総額３５，１２６円を熊本復興にかかる寄付として手続きした。４月１０日熊本

県健康福祉部健康福祉政策課長様からの義援金受領書を受領したと報告された。 

   ・東海四県診療放射線技師学術大会の運営検討会が平成３０年４月１７日愛知県診

療放射線技師会研修室にて開催され、参加したとの報告がなされた。資料を提示

の上、第６０回大会より会費２，０００円とすること、共催企業の選出等につい

て協議内容について報告された。 

 

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

   ・本会第６９回通常総会について、平成３０年６月１０日岐阜県図書館にて開催予

定。議事内容について、資料を提示の上、詳細な説明がなされた。 

   ・理事、監事の引き継ぎ会を第６９回通常総会終了後に計画している旨の報告がな



された。 

   ・会印の押印について、５事業に係るものに対し施行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 

   ・岐阜県委託事業「女性の健康支援事業」の委託業務完了届と経費請求書、実績報

告書について、資料を提示の上、作成、発送したとの報告がなされた。 

   ・第６９回通常総会に係る総会資料の印刷会社について、メール会議にて審議した

結果、昨年と同様の印刷会社に決定した旨の確認がなされた。 

 

   審議事項 

   ・第６９回通常総会にて報告ならびに審議される内容について、資料を提示の上、

事業報告、収支決算報告、事業計画、予算、規程の改定、役員改選等の詳細な説

明がなされた。資料への掲載内容等について、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３名（正会員３名）、退会８名（正会員８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３０年度事業計画に係る書類を平成３０年３月

２９日までに電子申請にて提出したとの報告がなされた。また、平成２９年度事

業報告を平成３０年６月末までに提出する必要があるとの説明がなされた。 

   ・入退会に関する規程の改正案について、資料を提示の上、説明がなされた。 

   ・日本診療放射線技師会との学術業務委託契約について、日本診療放射線技師会よ

り学術業務委託契約書が届いた旨の報告がなされた。 

 

  審議事項 

   ・本会各種申請者について一覧を提示のうえ、一同に諮ったところ、全会一致で承

認された。 

   ・入退会に関する規程の改正案について、入会、退会が承認された旨の通知をする

ことを規程に盛り込むとの説明がなされた。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。 

   ・日本診療放射線技師会との学術業務委託契約について、その内容は例年と不変で

ある旨の説明がなされた。締結することについて、一同に諮ったところ、全会一

致で承認された。 

 



  ウ．財務                            楳田雄大理事 

   ・平成２９年度残高報告について、資料を提示の上、詳細な説明がなされた。 

   ・平成２９年度決算および会計監査について、平成２９年３月３１日付けにて決算

を実施、資料を提示のうえ、有給財産所有限度等の公益法人を維持するために必

要な事項の説明を含め、詳細な説明がなされた。また、技師会事務所にて監事に

よる会計監査実施した旨の報告がなされた。 

   ・平成２９年度本会会費納入状況（３月末）について、７４４名が納入、平成２９

年度会費滞納者は７名であるとの報告がなされた。 

   ・本会のみの会員への平成３０年度本会技師会費の請求について、平成３０年５月

初旬に発送予定であり、９月３０日を納入期限としているとの報告がなされた。 

   ・平成３０年度賛助会員への会費請求について、通常総会後に発送予定である旨の

説明がなされた。 

   ・平成３０年度岐阜県の委託事業決算報告について、資料を提示の上、詳細な説明

がなされた。 

 

  審議事項 

   ・夏季セミナー運営費５０，０００円、チャリティボウリング大会運営費１００，

０００円、学術大会運営費３００，０００円について、予算の確認がなされた。

これら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 

・平成３０年度第１回業務拡大に伴う統一講習会を平成３０年５月２６日２７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。 

   ・平成３０年度ＪＡＲＴ基礎技術講習「MRI 検査」について、MR 技術研究会と調整

中である旨の報告がなされた。 

   ・平成３０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、平成３

０年７月、シティホテル美濃加茂にて開催予定。内容はＪＡＲＴ推奨プログラム

に準ずること、本会夏季セミナーとの併催を計画していく旨の説明がなされた。 

 

   審議事項 

   ・平成３０年度診療放射線技師フレッシャーズセミナー・夏季セミナーのプログラ

ム内容について、資料を提示の上、詳細な説明がなされた。講師の選定も含め、

プログラム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２１回岐阜県診療放射線技師学術大会について、準備委員会を平成３０年３月

２７日本会事務所にて開催。資料を提示の上、プログラム内容について協議した

と報告がなされた。 

  イ．レントゲン祭                        橋本利彦理事 

   ・平成３０年度レントゲン祭並びに講演会を平成３１年２月１１日岐阜県図書館に

て開催予定、県民公開講座と併催する予定であると報告された。 

  ウ．セミナー                          橋本利彦理事 

   ・平成３０年度夏季セミナーを平成３０年７月２１日シティホテル美濃加茂にて開

催予定。例年同様、フレッシャーズセミナーとの併催であるとの報告がなされた。 

 

 ７）委員会報告 

  ア．総務委員会                         竹島賢治理事 

   ・平成３０年度第１回総務委員会を４月１８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 

   ・各地域で運営する事業計画とそれに係る予算について、各地域での均衡が保たれ

るよう運営方法、予算の計上方法等について確認、調整を進めていくとの報告が

なされた。 

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

   ・研究会運営規程にて定められている研究会開催日に行う世話人会に係る交通費の

支給に関して、交通費ではなく、会議費として計上する案が挙げられた。 

   ・医療被ばく低減施設認定取得に向けた講演会を平成３０年８月２６日岐阜県図書

館にて開催予定。資料を提示の上、内容等について詳細な説明がなされた。 

 

   審議事項 

   ・研究会運営規程の改正案について、研究会等の運営費と交通費との均衡を保つた

め、研究会開催日に行う世話人会に係る交通費の支給に関して、交通費の支給で

はなく会議費として一律の金額を支給することに改正したい旨の説明がなされた。

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。学術教育委員会な

らびに各研究会への周知が必須であるとの意見が出され、関係者に向け、詳細な

説明、報告をすることとなった。 

 

  エ．広報・編集委員会                      前野直人理事 

   ・本会会誌第９０巻通号１２６号について、平成３０年８月発刊予定。賛助会員へ

広告掲載の依頼、要項、回答用紙を送付したと報告された。 



   ・依頼事項として、会誌１２５号に掲載予定の各種データをサーバーへ早急にアッ

プロードすること、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０件、研究会・分科会・地域からの連絡６件の

更新を行ったと報告がなされた。 

   ・メールマガジン、会員情報登録システムについて、構築を進めていると報告され

た。 

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

   ・生涯教育のカウント申請について、４月２４日現在、生涯教育として３事業を申

請したとの報告がなされた。 

   ・日放技システムにて平成３０年３月２９日に開催された事業までカウント完了し

ている旨の説明がなされた。 

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

   ・第１回表彰委員会を平成３０年４月１２日～１８日メール会議にて開催。西濃地

域公衆衛生協議会会長表彰の被表彰候補の再審議について協議したと報告された。 

   ・第２回表彰委員会を平成３０年４月２２日～２３日メール会議にて開催。岐阜県

公衆衛生協議会会長表彰の被表彰者候補について協議したと報告された。 

 

  審議事項 

   ・西濃地域公衆衛生協議会会長表彰の被表彰者候補１名が挙げられ、一同に諮った

ところ、全会一致で承認された。 

   ・岐阜県公衆衛生協議会会長表彰の被表彰候補１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 

   ・特になし 

  ケ．厚生                            杉野幸秀理事 

   ・各行事予定案として、チャリティボウリング大会（平成３０年８月 OS ボール）、

チャリティソフトボール大会（平成３０年１０月中日本自動車短期大学グランド）、

チャリティゴルフコンペ（平成３１年３月場所は未定、東海４県親善野球大会（未



定）が挙げられた。 

   ・平成３０年度は慶事０件、弔事２件であると報告された。 

 

   審議事項 

   ・チャリティボウリング大会の開催日を平成３０年８月５日（日）、チャリティソフ

トボール大会を平成３０年１０月１４日（日）とすることについて、他の研究会、

学会等と重複しない日程であることの説明がなされた。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。 

 

 ８）分科会・研究会報告 

  ア．管理士分科会                        橋本利彦理事 

   ・岐阜県より３月３０日付で、本会を原子力災害協力機関へ登録した旨の通知があ

ったと報告された。 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

  イ．女性分科会                         橋本利彦理事 

   ・JART人材育成委員会女性活躍推進班中日本ブロック（Brriant７）について、平成

３０年１１月１７日、１８日富山国際会議場にて開催される第１１回中部放射線

医療技術学術大会にて人材育成、新人教育についてのセッションを企画している

との報告がなされた。 

   ・第１１回女性分科会を平成３０年１２月１日開催予定、場所、内容等は未定であ

ると報告された。 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

  ウ．診療放射線技師医療情報研究会               小野木満照理事 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

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

   ・第５２回Ｘ線ＣＴ研究会を平成３０年６月１６日朝日大学病院にて開催予定。資

料を提示の上、内容等について報告がなされた。 

   ・第５３回Ｘ線ＣＴ研究会を平成３０年１０月２７日開催予定。場所は未定、内容

等について協議中であると報告された。 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

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

   ・第５８回ＭＲ技術研究会を平成３０年５月２６日可児とうのう病院にて開催予定。

プログラムを提示の上、内容等について報告された。 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

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

・第５２回核医学談話会を平成３０年９月１日中部療護センターにて開催予定であ



るとの報告がなされた。 

・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

  キ．血管造影技術研究会                    小野木満照理事 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

  ク．消化器画像研究会                      浅野宏文理事 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

  ケ．超音波研究会                        中村 学理事 

   ・第４５回超音波研究会を平成３０年６月３０日西美濃厚生病院にて開催予定。そ

の内容については協議中であるとの報告がなされた。また、同日、同会場にて世

話人会を開催予定であり、新世話人紹介、次回研究会の内容等について協議する

予定であると報告された。 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

  コ．乳房画像研究会                       前野直人理事 

   ・第３３回乳房画像研究会を平成３０年７月７日大垣市民病院にて開催予定。メー

ル会議にてその内容等について協議しているとの報告がなされた。 

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

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

   ・平成３０年、３１年度の世話人編成名簿が提示された。 

 

 ９）地域報告 

  ア．岐阜地域                          萩野英俊理事 

   ・第５３回岐阜地域画像研究会を平成３０年５月１７日岐阜市民病院にて開催予定。

プログラムを提示の上、内容等について報告がなされた。 

   ・弔事１件について、報告がなされた。 

 

  イ．西濃地域                          中村 学理事 

・平成３０年度第１回西濃地域世話人会を平成３０年４月２６日大垣市民病院にて

開催。平成３０年度第１回西濃画像研究会について協議したと報告された。 

・平成３０年度西濃地域公衆衛生協議会会長表彰に会員１名を表彰委員会へ推薦し

た旨の報告がなされた。 

・弔事１件について報告がなされた。 

・西濃地域から選出する研究会等の世話人について、一覧を提示の上報告がなされ

た。 

 

  ウ．中濃地域                          浅野宏文理事 

   ・第３９９回中濃画像研究会を平成３０年４月２５日関中央病院にて開催。その内



容、参加人数等について報告がなされた。また、同日同会場にて中濃地域役員会

を開催し、研究会等の世話人選出の件、平成３０年度の事業計画等について協議

したとの報告がなされた。 

   ・第４００回中濃画像研究会の予算案について、資料を提示の上、詳細な説明がな

された。 

 

  エ．東濃地域                          成瀬 徹理事 

・第３８５回、第３８６回東濃画像研究会をそれぞれ平成３０年３月２９日多治見

市民病院、平成３０年４月１９日土岐市立総合病院にて開催。内容、参加人数等

について報告がなされた。 

 

  オ．飛騨地域                         小野木満照理事 

   ・特になし 

 

１０）その他 

   ・庶務理事より第６９回通常総会後、理事会を開催する予定であり、代表理事等の

互選と担当する部門について協議するとの報告がなされた。 

 

５．講評 

   ・定款、規程の改廃に係わる承認は各々定められているため、それに沿って進める

必要があることを承知すること。                   監事 

                                  

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１回理事会を閉会すると宣言され、１１時２５分に閉会した。 

 

平成３０年４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        


