
公益社団法人愛知県診療放射線技師会 

令和 2 年度第 2 回理事会議事録 

 

日 時：令和 2 年 7 月 13 日（月）18:00～19:15 

場 所：公益社団法人愛知県診療放射線技師会研修室ならびに WEB 形式 

出席理事：中村勝、鈴木正広、水口仁 

鈴木誠治、清水郁男、柘植達矢、阿知波正剛 

荒武利男、大橋洋一、笠井治昌、川口範洋、桒山忠見、小林香緒利、竹島克也 

西川彰人、東出了、廣瀬保次郎、安井真由美、安陵英吉 

（WEB参加） 杉本政司、阿部真治、片岡由美、後藤賢一 

欠席理事：西田達史、森章司 

出席監事：河合恭嗣 

（WEB参加） 佐野幹夫 

出席顧問：近藤裕二 

                  以上出席：理事23名、監事2名、顧問1名 

 

議長    ：中村勝 

司会    ：水口仁 

議事録作成人：阿知波正剛 

 

議題 

1．公益社団法人日本診療放射線技師会について 

2．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について 

3．その他 

 

議題 1．公益社団法人日本診療放射線技師会（JART）について 

報告事項 

中村会長 ：総会後の理事会において、上田会長、江藤副会長、富田副会長、児玉副会長、

中村業務執行理事が承認され執行体制が決定。職務権限規程改正、委員会設置

および運営に関する規程改正、各種委員会構成、組織図は資料の通り。新事務

所について契約を見送り、再考。会場型講習会開催ガイドラインは資料の通り。

第 36 回日本診療放射線技師学術大会は 2021 年 1 月に WEB 開催、詳細は検



討中、一般演題（332 演題）はそのまま、シンポジウムや企画等を縮小予定。

第 37 回日本診療放射線技師学術大会準備状況は資料の通り。放射線被ばく相

談事業について、個別相談センターは廃止、担当者の委嘱を中止し、放射線被

ばく相談員認定者を中心に各都道府県独自に実施、取りまとめは分科会にて

実施。表彰委員会報告、監査報告、会員動向、月次決算報告、生涯教育担当報

告、合同公開市民講座、調査委員会報告は資料の通り。診療報酬政策立案委員

会報告として診療報酬改定影響調査への協力依頼あり。業務拡大に伴う統一

講習会実施状況、編集委員会報告、投稿規程改正、医療安全対策委員会報告、

臨床実習指導施設分科会報告、DRLs2020 報告、緊急医療人材等確保促進プ

ラン、国際関係報告は資料の通り。会員情報システム委員会報告として

JARTIS 更新に伴い 7/9 イベント申し込み〆切、7/20 会員アクセス停止、7/21

都道府県ユーザーアクセス停止、8/10 新システムのリリース、この間は入会

退会等手続き不可。 

河合監事 ：上田会長の目標（ホ－ムペ－ジ）のうち、読影の補助・業務拡大の項目で、日

本医学放射線学会との協調、協力について、長い技師会の流れを見ると危惧さ

れる。 

他に意見はなく、了承された。 

 

議題 2．公益社団法人 愛知県診療放射線技師会について 

検討事項 

（1）旅費規定改定について：WEB会議への対応等、4月1日に遡って改定。承認。 

（2）理事会資料について：今後は、資料を電子化し、事前にWEB上で公開、印刷配布の

廃止を段階的に進める。承認。 

（3）賛助会員入会について：GEヘルスケアファーマ株式会社より入会申請。承認。 

（4）新入会者について：承認。 

 

報告事項 

（1）都道府県被ばく相談担当者の委嘱について：JART方針に従い委嘱終了。今後は、柘

植常務理事および被ばく相談員（川口理事、小林理事）を中心に対応、最終

的な報告体制等を検討。 

（2）各部会等報告 

総務部 



阿知波常務理事：会員動向は資料の通り。会計部と協力し、愛知県に前年度事業報告等を

提出。 

広報部 

柘植常務理事：7月28日に研修室にて理事のみの部会開催予定。医療放射線展は新型コロ

ナウィルス感染拡大防止のため全て中止決定。県民公開講座は参加定員100

名とし、テーマは「乳がん」が候補の一つ。 

学術部 

杉本常務理事：学術部の理事のみでの会議をWEBもしくは対面で開催予定。さつきセミナ

ーはWEB開催（LIVE方式）予定、開催時期は10月14日もしくは21日、演者

や登録方法等を検討。研修会は日時、開催方法等を検討し開催予定。 

組織調査部 

鈴木常務理事：サマーセミナーを8月29日に電気文化会館にて開催予定、講師は藤田医科

大学 大野良治先生に依頼、参加者を先着100名の事前登録制を検討中。 

Cherishの会 

安井理事 ：今年度の研修会は1回のみ。第1回研修会を11月28日にJAあいちビルにて開

催予定、講師は岐阜医療科学大学 篠原範充先生に依頼、事前登録制予定（

80名程度）、会場型が不可の場合はWEB開催。 

（3）日本診療放射線技師会主催教育活動報告 

鈴木副会長：開催予定について資料の通り。昨年度より延期となっている「業務拡大に伴

う統一講習会」は、指導者の方々と日程を調整。医療放射線安全管理講習会

は9月27日に名古屋市立大学病院にて開催予定。ADセミナー「看護学実習」

は、受講者同士の接触を避けるよう実習内容を見直す。フレッシャ－ズセミ

ナーは9月6日にJAあいちビルにて開催予定、今年度は懇親会なし。マンモグ

ラフィー講習会はデジタル対応で開催予定。 

 

議長が諮ったところ他に発言はなく、議事の終了を宣し、令和 2 年度第 2 回理事会を閉会

した。 
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