
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 令和４年度第１回議事録 

 

開催期間：令和４年４月２７日（水）１９時００分〜２１時０５分 

開催場所：Webにて実施 

出席者：小野木満照，橋本利彦，加藤秀記，楳田雄大，丹羽文彦，杉浦明弘，吉川典子， 

後藤博，稲垣秀司，藤井孝三，戸﨑修一，磯谷祐，岩田竹史，伊東徹， 

平原千景，平松 達，糟谷幸徳，桐山知巳，岩佐成彦，西部裕美子 各理事 

岡田富貴夫，渡辺享信 各監事 

 

議事 

議長選出 一同に募ったところ，小野木満照 代表理事が 立候補しこれを承認した． 

１）その他 

・ 令和３年度第６回理事会議事録確認     杉浦明弘理事

第６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        小野木満照理事 

下記の項目について，資料に基づき説明が行われた． 

(ア)  本会について 

① 学術について 

② 新型コロナウイルス感染症について 

③ 事務所について 

④ 表彰について 

⑤ 連絡事項について 

(イ) 日本放射線技師会について 

① 事務連絡について 

② 会議について 

③ 表彰について 

 

３）副会長報告（広報）        橋本利彦理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 七十年史について 

② 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 

 

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 1名の選出について，に

任期や実施内容について確認があった．一同に諮ったところ加藤理事を選出す

ることが承認多数で可決された． 

 

４）副会長報告（学術）        加藤秀記理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 第 14 回中部放射線医療技術学術大会について 

ウインクあいち 11月 5,6日 

② 第 25 回岐阜県診療放射線技師学術大会について 未定 

③ 岐阜県当番分の東海および中日本地域の学術事業の予定について 

第 65 回東海四県学術大会(2025/2) 

第 16 回中部放射線医療技術学術大(2024/11) 

 

審議事項 

• 日本診療放射線技師会との学術業務委託契約の締結について，特に質問はな

く，一同に諮ったところ承認多数で可決された． 

• JSCT2022 日本 CT技術学会第 10回学術大会(岐阜大会)の後援について，特に

質問はなく，一同に諮ったところ承認多数で可決された． 

 

５）総務報告         丹羽文彦理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 第 73 回総会資料作成について 

 

６）庶務報告         杉浦明弘理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 各種申請 入会１名，退会９名 会員数:一般会員:809名，賛助会員:32社 

 

審議事項 

• 各種申請者について，特に質問はなく，一同に諮ったところ承認多数で可決さ

れた．入会１名については手続きがずれ込み年度明けの承認となった． 

 

７）財務報告         楳田雄大理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 令和 3年度決算報告について  

② 令和 4年度県技師会費の請求について(県のみ会員) 

③ 令和 4年度賛助会員会費の請求について 



 

８）JART教育事業報告        丹羽文彦理事 

告示研修について，令和 4年度告示研修会を 6 月 25日(土)，26日(日)に岐阜医療科学

大学にて開催予定であり，申請書を JART本会に提出したと報告があった． 

また，告示研修で２名の講師派遣看護師および FTのそれぞれ１名分については，本会

が費用負担をすることが示された． 

 

９）学術大会報告        稲垣秀司理事 

特になし 

 

１０） レントゲン祭報告       吉川典子理事 

レントゲン祭(Web配信)について，２月４日（土）開催予定との報告があった． 

 

１１） セミナー報告        藤井孝三理事 

フレッシャーズセミナについて日程，開催方式についての経過報告があった．  

審議事項 

• 今年度，フレッシャーズセミナーを開催について，会場はじゅうろくプラザ，開

催日を２４日，対面形式で実施ということで話がまとまり，一同に諮ったところ

承認多数で可決された．また，会場型で開催するかどうかの判断は一ヶ月前の状

況で判断することとなった． 

 

１２） 総務委員会報告        丹羽文彦理事 

令和４年度第１回総務委員会の議事内容について報告があった． 

 

１３） 地域委員会報告         伊東徹理事 

特になし 

 

１４） 学術教育委員会報告       加藤秀記理事 

来年度の研究会・分科会の参加費について，令和 5年度以降については，令和 4年度

の事業を実施しつつ検討すると報告があった． 

 

１５） 編集委員会報告        平原千景理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 岐阜県診療放射線技師会会誌第 98巻通号 134号について 

 

審議事項 



• 令和 4，5 年度広報編集委員について，一同に諮ったところ承認多数で可決され

た． 

 

１６） 電子情報管理委員会報告        磯谷祐理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① ホームページの更新について 

② メール配信について 

 

１７） イベント申請報告        岩佐理事 

生涯教育カウント申請についての報告があった 

 

１８） 表彰報告（副会長）       橋本利彦理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 日本放射線技師会会長表彰 永年勤続５０年・３０年について 

② 令和 4 年度岐阜県公衆衛生協議会会長表彰の被表彰者の推薦について（本年

度は該当なし） 

 

１９） 社会活動報告         伊東徹理事 

特になし 

 

２０） 福利厚生報告         後藤博理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 慶弔報告として，慶事０件，弔事 4件 

 

審議事項 

• チャリティボウリング大会開催について，施設状況の確認を複数施設に行った上

で，感染対策に留意した上で開催の方向で検討することとなった．今後状況を見

て変更することとなった． 

 

２１） 管理士分科会報告       丹羽文彦理事 

特になし 

 

２２） 人材育成分科会報告       吉川典子理事 

第 14回人材育成分科会の開催概要についての報告があった 

 

２３） 医療画像情報研究会報告       岩田竹史理事 



第 38回世話人会（予定）についての報告があった 

 

２４） X線 CT研究会報告       平松達理事 

特になし 

 

２５） MR技術研究会報告       糟谷幸徳理事 

第 63回MR技術研究会開催（予定）についての報告があった 

 

２６） 核医学談話会報告       藤井孝三理事  

第 60回核医学談話会開催（予定）についての報告があった 

 

２７） 血管造影研究会報告       桐山知巳理事 

第 51回血管造影研究会開催概要についての報告があった 

 

審議事項 

• 研究会に関わる運営費等の支払い方法について（建て替え，送金システム，行

講師の謝金，交通費）について問題提起がなされた．今後の各種委員会で検討

していただき，必要な修正をしていただく必要を確認した．  

 

２８） 消化器画像研究会報告       稲垣秀司理事 

第 49回消化器画像研究会（予定）についての報告があった 

 

２９） 超音波研究会報告       戸﨑修一理事 

特になし 

 

３０） 乳房画像研究会報告      西部裕美子理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 来期世話人予定編成名簿作成について 

② 第 37 回乳房画像研究会世話人会の開催（予定）について 

 

３１） 放射線治療技術研究会報告       伊東徹理事 

第 70回放射線治療技術研究会（予定）についての報告があった 

 

３２） 岐阜地域報告        戸﨑修一理事 

下記の項目について，資料に基づき報告がなされた． 

① 第 57 回岐阜地域画像研究会（予定）について 



② 支部長等の交代について 

 

審議事項 

• 令和 4年度世話人等推薦について，特に質問はなく，一同に諮ったところ承認

多数で可決された． 

 

３３） 西濃地域報告         平松達理事 

特になし 

 

審議事項 

• 令和 4年度世話人等推薦について，特に質問はなく，一同に諮ったところ承認

多数で可決された． 

 

３４） 中濃地域報告        糟谷幸徳理事 

特になし 

 

審議事項 

• 令和 4年度世話人等推薦について，特に質問はなく，一同に諮ったところ承認

多数で可決された． 

 

３５） 東濃地域報告        桐山友巳理事 

令和 3年度東濃地域学習会の開催概要についての報告があった 

 

審議事項 

• 令和 4年度世話人等推薦について，特に質問はなく，一同に諮ったところ承認

多数で可決された． 

 

３６） 飛騨地域報告        岩佐成彦理事 

特になし 

 

審議事項 

• 令和 4年度世話人等推薦について，特に質問はなく，一同に諮ったところ承認

多数で可決された． 

 

代表理事挨拶        小野木満照理事 

 



庶務理事が第１回理事会を閉会すると宣言し，２１時０５分に閉会した． 

 

 

令和４年４月２７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 

 

代表理事（会長）小野木  満 照      

 

 

監事    岡 田  富貴夫      

 

 

監事    渡 辺  享 信      


