
令和元年度第 1回理事会 

(公社)高知県診療放射線技師会 

 

第１回理事会議事録 

 

日   時  令和元年 5月 25日（土）15:00～17:00 

場  所  高知医療センター がんサポートセンター4階 研修室 

 

理事総数及び定足数  総数 19名、 定足数 10 名 

 

出席理事数  16名 

（出 席） 理 事 巴 昭彦、髙橋宏幸、伊東賢二、藤田純二、大野貴史、柳本禎久、 

三好裕司、佐々木俊一、足達麻衣、楠永倫也、菊地真司、大川剛史、 

山中こず恵、中田暢将、萩野孝弥、秋田和宏． 

監 事 清水雅明、楠瀬正哲 

 

（欠 席） 理 事 中村伸治、板山和幸、岡林史朗 

 

議  題  決議事項 

第 1号議案『入退会の承認』について 

第 2号議案『平成 30年度期末監査』について 

第 3号議案『表彰委員会報告』について 

第 4号議案『平成 30年度事業報告書と決算報告書の承認』について 

第 5号議案『その他の議案』について 

 

１．報告事項 

決議事項に先立ち会長および副会長より以下の報告が行われた。 

 

〈会 長〉 

(1) 第 1回中四国診療放射線技師会協議会会長会議・放友会について 

令和元年 5月 11日(土)、高知市文化プラザ「かるぽーと」にて標記の会議が開催された。 

報告事項 

1）CSFRT2018（広島）報告 

2）CSFRT2018（広島）監査報告 

3）中四国診療放射線技師会協議会 決算報告 

4）中四国診療放射線技師会協議会 監査報告 

5）CSFRT2019（高知）進捗状況報告 

6）各県及び CS9からの報告事項 

議 案 

1）令和元年度 功労賞・学術奨励賞・特別功労賞について 

2）各県提案事項・その他 

会議の詳細は、別添資料を参照のこと。 

 

 (2) 立入検査について 

高知県医療政策課より令和元年 5 月 21 日に令和元年度立入検査の連絡を受けた。7 月～12 月迄

の間で希望日を提出する。 

 

〈髙橋副会長〉 

 (1) 中四国診療放射線技師会協議会について 

   令和元年 5月 11日(土)高知市にて開催された同会議に、巴会長、伊東副会長、山中常務理事と 

共に出席した。 
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〈伊東副会長〉 

 (1) CSFRT2019 について 

   令和元年 5月 25日（土）13:30より第 7回 CSFRT(全体)実行委員会を高知医療センターで開催し

た。 

 

各担当理事より以下の報告がされた。 

 

〈学 術〉 

(1) 第 1回講習会について(中村理事) 

令和元年5月 11日(土)高知市総合あんしんセンターにて「富士フィルムメディカルセミナー2019in

高知」と題して SYNAPSE VINCENT の講習会を行った。参加者 52名（内非会員 14名） 

(2) 日放受託事業について(藤田理事) 

   令和元年 6月 30日にフレッシャーズセミナー、7月 14日・15日に業務拡大統一講習会をそれぞ

れ開催する。 

(3)講師依頼について(大川理事) 

  ①日本診療放射線技師会 Ai分科会より第 35 回日本診療放射線技師会学術大会『Aiスペシャリス

トにおける読影補助における実際』。 

   ②高知県警本部（令和元年 7月 30日 12:40～15:30 南国市警察学校 Aiに関する講習会） 

   ③香川県診療放射線技師会（整形エコーに関する講演） 

（4）Ai講習会の日程の計画について 

     日程調整をお願いする。 

 

〈地区・企画〉 

(1) 特になし。(三好理事) 

(2) 第 1回講習会について(佐々木理事) 

  受付の手伝いをおこなった。 

(3) CS9 について(山中理事) 

  ①第 1回 CS9実行委員会、令和元年 6月 23日(日)に岡山県にて開催予定。 

(4) RFL について 

①令和元年 6月 13日(木)RFL第 2回実行委員会が開催される。 

②令和元年 7月 16日（火） RFL チームリーダー会があんしんセンター大会議室にて開催される。  

(5) 医療法施行則の一部改正について(柳本理事) 

  下記の項目について、本会としてどのように対応していくか柳本理事より質問が出された。 

  1．診療用放射線に係る安全管理のための責任者「医療放射線安全管理責任者」の配置 

2．診療放射線の安全利用のための指針の策定 

3．放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修 

  これに対し、会長・副会長から次の趣旨の説明がされた。 

国立大学病院を中心に指針のひな型等が示されると思うのでそれを参照したい。医療放射線安全

管理責任者の選任については、医療法であること、また正当化との文言があるため医師が務める

事になると思われる。しかしながら、被ばく線量の管理及び記録等の実務は、診療放射線技師が

務めることになると思われる。 

   

 〈編集・広報〉 

(1) 技師会だよりについて(大野理事) 

  次号より地区会の日程を掲載する。 

 

〈事務局〉 

 (1) 平成 30年度会費収入報告（平成 31年 3月 31 日） （巴会長） 

   ・平成 30年度会費   184名  1,104,000 円 

   ・平成 29年度会費    13 名    78,000 円 

   ・平成 30年度賛助会費   7社   210,000 円 
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☆会費収入合計         1,392,000 円 

 

   ・広告協賛費         5 社    90,000 円 

   ・漏洩線量測定費    18件    388,000 円 

   ・日放事業受託費      1 件    28,800 円 

   ・講習会受講費     26 件    13,000 円 

    ☆事業費収入合計          519,800 円 

 

   会費＋事業費合計        1,911,800 円 

 

 (2) 平成 30年度会員報告  （平成 31年 3月 31 日） （巴会長） 

   ・会員総数     209 名 

   新入会       7 名 

   転 入       1 名 

   転 出       1 名 

   退 会        6名 

 

(3) 総務・会計 

1) 会計報告(髙橋副会長) 

平成 31年 4月 25日(木)、あんしんセンター本会会議室にて期末会計監査を受けた。 

2) 総務報告(足達理事) 

     特になし。 

 

２．決議事項 

(1) 第 1号議案『入退会の承認』について 

以下の新入会と退会について審議の結果、承認された。 

 

新入会  3名 生原 大嗣（イクハラ タイシ）：高知医療センター 

   高野 里紗（タカノ リサ）  ：高知赤十字病院 

      小松 悠哉（コマツ ユウヤ） ：高知赤十字病院 

        退 会 10名 山﨑 一成（南国病院）退会届 

真砂 美穂（高知医療センター）退会届 

茅原 和明（ＪＡ高知病院）退会届 

村田 正也（高知整形・脳外科病院）退会届 

古谷  亮（高知整形・脳外科病院）退会届 

有田 一史（高知県総合保健協会幡多）退会届、2年間未納 

平石 貴央（フレッククリニック）2年間未納 

松本 文継（森澤病院）     2年間未納 

矢野 誠人（高知医療センター） 2年間未納 

公文  弘（幡多けんみん病院） 2年間未納 

 

(2) 第 2号議案『平成 30年度期末監査』について 

    平成 31年 4月 25日(木)18:00 から本会事務所で年度末監査が行なわれた。 

  清水監事より、会務は適正に執行され、会計は適正に記録・保管されていたと報告があった。 

 

(3) 第 3号議案『表彰委員会報告』について 

    平成 31年 4月 25日(木)18:30 から本会事務所で第 1回表彰委員会を開催した。 

  足達理事より、25年勤続表彰者と学術奨励賞受賞者の報告があった。 

  詳細は、別添の表彰委員会議事録を参照のこと。 

 

(4) 第 4号議案『平成 30年度事業報告書と決算報告書の承認』について 
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平成 30 年度事業報告書について髙橋副会長より、決算報告書について会長より説明があり、

審議の結果、承認された。 

※詳細は、別添資料の平成 30年度事業報告書及び財務諸表一式を参照のこと。 

 

(5) 第 5号議案『その他の議案』について 

   1) CSFRT2019 のスタッフについて 

     各ホールの責任者及び主要担当者は、実行委員の推薦や当日スタッフの人選について 

巴会長へメール連絡すること。 

      

2) CSFRT2019 の広報について 

   7月号より会員向けの案内記事を技師会だよりに掲載する。 

    

 3) 本年度の高知県立ち入り検査について 

   本会の希望日を検討した。希望日を 10 月、11月で選定する。 

  

4) Ai 講習会について 

   平成 31年度（令和元年）は 12月 14日に開催する。 

 

5) RFL について 

チームリーダー会へ出席する担当者を総会の後、理事会で決定する。 

 

6) 平成 31年度（令和元年）の地区会開催日について 

東部地区会：7月 3日（水）、中央南地区会：7月 10日（水）、中央西地区会：7月 20日（土） 

 

 

 

以上をもってすべての議案の審議が終了した。17時 00分議長は閉会を宣し、解散した。 

 

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。 

 

 

令和元年 5月 29 日 

会   長  巴  昭彦 ㊞ 

 

副 会 長  髙橋 宏幸 ㊞ 

副 会 長  伊東 賢二  ㊞ 

監   事  清水 雅明 ㊞ 

監   事  楠瀬 正哲 ㊞ 


