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平成 29 年度 第 2 回理事会

開催日時

平成 29 年 5 月 18 日（木） 18：30～20：20

開催場所

KART504 会議室

出席者

会 長

大内 幸敏

理 事

江川 俊幸・印南 孝祥・伊藤 今日一・松尾 清邦・金岩 清雄

副会長 佐藤 英俊・田島 隆人

引地 利昭・尾川 松義・松本 好正・上遠野 和幸・津久井 達人
渡邉 浩・前原 善昭
監 事

千田 久治・山﨑 尚人
大内 幸敏

議

長

大内 幸敏

議事録採集者

伊藤 今日一

議事録署名人

千田 久治
山﨑 尚人

議 題

（項目のみとし、審議内容及び結果について、2 号用紙に記入のこと）

1

前回理事会議事録の確認について

2

報告事項
2－1 会長報告
・創立７０周年記念大会組織委員会

4 月 24 日（月）

・四役会／表彰委員会

5 月 8 日（月）

・神奈川県医療専門職連合会理事会

5 月 17 日（水）

・その他
①平成29年春の叙勲：瑞宝双光章
②厚生労働大臣表彰
③JJ合同セミナー：8月20日（日）14時～ 神奈川労働プラザ
④県病院協会：5月17日（水）第1回学術委員会
⑤県会員動向
2－2 各委員会報告

3

審議事項
3－1 第 5 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
3－2 定時総会時の表彰者
3－3 創立 70 周年記念大会
3－4 ＣＴ検査の被ばく調査回答率
3－5 ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会
3－6 ＪＡＲＴ第 78 回定時総会
3－7 その他
【資料リスト】
① 平成 29 年 5 月理事会資料
② 神奈川県放射線技師会会員調査票
③ ＣＴアンケート回収状況
④ 2017－5 月理事会 その他報告事項

以上

議題番号
議題 1

報告事項、審議事項

結果

前回理事会議事録の確認について
前回議事録採集者、江川理事より説明
訂正事項なし

議題 2

報告事項
2-1

会長報告
・創立７０周年記念大会組織委員会を 4 月 24 日（月）に開催した
審議事項にて報告
・四役会／表彰委員会を 5 月 8 日（月）に開催した
審議事項にて報告
・神奈川県医療専門職連合会理事会が 5 月 17 日（水）に開催された
神奈川県医療専門職連合会総会について話し合われ、6 月 28 日（水）18：
30～19：00 に開催。議長は本会金岩理事が務めることとなった。総会後の
講演 19：30～20：30、講演テーマは「女性の働きやすい環境とは」に決定
した。
・その他
① 平成29年春の叙勲：瑞宝双光章
本会の推薦において、元日本鋼管病院 松枝由美氏（元厚生理事）が受章さ
れた。
② 厚生労働大臣表彰
本会の推薦において、6月2日（金）日本診療放射線技師会創立７０周年記念式
典の場において、山﨑尚人監事が表彰される。
③ ＪＪ合同セミナー：8月20日（日）14時～ 神奈川労働プラザ
ＪＡＲＴより、神奈川開催であるため、本会への協力要請があった。
④ 県病院協会：5月17日（水）第1回学術委員会
引地理事が代理出席した。詳細は引地理事より報告。
第36回神奈川病院学会について話し合われ、11月13日（月）13：00～18：00開
催。テーマは「地域医療連携の推進Part６」に決定。
本会は写真係2名を運営協力要請された。
⑤ 会員動向（理事会資料Ｐ５）
新入会会員7名、転入会員1名、転出会員2名、退会会員4名、除籍会員18名、
平成29年4月30日現在 会員数1,419名 賛助会員38社
⑥ 追加報告
本会理事会のメーリングリストを印南理事が作成する。
しばらく運用して問題点を探ることとする。
各委員会報告

2-2

１． 総務委員会：江川理事より報告 理事会資料P3〜4
・5 月 11 日（木）に総務委員会を開催した。詳細は議事録参照。
・5 月 11 日（木）に総会運営委員会を開催した。総会運営委員長は早瀬卓矢
氏（横須賀・三浦地区）が互選により選ばれた。また、出席者と総会進行
マニュアルに沿って打ち合わせを行った。

承認

・公益インフォメーション関連書類は、6 月末日の提出に向けて作成中であ
る。次回理事会に資料として提示したい。
・5 月 9 日（火）に JART 情報システムへ「第 56 回神奈川乳房画像研究会・
第 33 回神奈川乳房超音波画像研究会」の生涯学習カウント申請を行った。
２． 財務委員会：伊藤理事より報告 理事会資料P7
・現在 PCA 会計ソフトの 2017 年更新作業中であり、４月期の残高試算表は
次回理事会に提出する。
・新入会は 4 月 30 日で 8 名あった。正会員会費収入は 29 年度分納入者 339
名、会費納入率は 23.9％であった。過年度分納入者 27 名を含めると 366
名分の会費納入があった。
・日本診療放射線技師会より事務手数料として 1,058 名分、211,600 円が振
り込まれた。
・県保健福祉事業部より生涯教育事業委託金 150,000 円が振り込まれた。
３． 組織委員会：松尾理事より報告 理事会資料P9〜14
・5 月 11 日（木）に組織委員会を開催した。JART 平成 29 年診療放射線技
師業務に関する調査依頼に関して報告し、本会創立 70 周年ポスターのデザ
インについて検討した。
・次回、組織委員会は 7 月 6 日（木）横浜市技能文化会館で開催し、地区会
長を招いて拡大開催を予定している。
４． 学術委員会：引地理事より報告 理事会資料P15〜19
・5 月 12 日（金）に学術委員会を開催した。詳細は議事録参照。
・平成 29 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会（H29.6.24～25 開催）一
般演題座長の選出依頼について、「放射線治療：江川理事」「MRI：引地理
事」で推薦した。
・南関東 FRT 第 3 回研修会（H29.8.19 開催）スタッフについて、学術委員
会より富安幹事、常世田委員、歌代委員、引地理事が対応することに決定
した。
５． 渉外委員会：松本理事より報告 理事会資料P21
・5 月委員会開催はなし。
・今後の予定について
〇平成29年度 子育て支援フェスティバル
日時：平成29年5月28日（日）10:00〜15:00
場所：川東タウンセンターマロニエ
内容：乳がん検診啓発活動、骨密度測定（日本光電より借用予定）
〇相模原市田名ふるさとまつり
日時：平成29年8月5日（土）
場所：相模原市田名中学校
6月14日（水）内容打ち合わせ予定
６． 編集委員会：上遠野理事より報告 理事会資料P23～24
・5 月委員会開催はなし。
・KART かながわ放射線だより No268 号（5 月号）は、平成 29 年 5 月 8
日（月）に総会委任状を同封して発送済み。 発行部数：1550 部。

・KART かながわ放射線だより No269 号（７月号）は、発行予定日：平成
29 年 7 月 24 日（月）、原稿締切日：平成 29 年 6 月 22 日（木）とし発行
部数は 1550 部を予定している。ディレクターは林委員。巻頭言：佐藤副会
長、コラム：引地理事。
・270 号コラム：印南理事、271 号コラム：前原理事を予定している。
・KART かながわ放射線だより No269 号目次案（P24）に関して、第 5 回
公益社団法人神奈川県放射線技師会議事録は総務委員会に執筆依頼する。2
ページ以内でお願いしたい。
・叙勲受章者の松枝由美様と厚生労働大臣表彰受賞者の山﨑尚人様には会誌
の原稿執筆を依頼する。
７． 広報委員会：印南理事より報告 理事会資料P25
・5 月委員会開催はなし。
・ホームページ入力支援マニュアルが完成したため、各研究会、各委員会へ
の説明会は 6 月中旬から下旬に、まず 3 回開催する予定である。1 回の説明
会は委員２名で対応する。
・ホームページのトップページ画像の更新を検討している。
８． 厚生委員会：前原理事より報告 理事会資料P27および会員調査票（別紙）
・4 月 26 日（水）に厚生委員会を開催した。詳細は議事録参照。
・平成 29 年度神奈川県放射線技師会会員調査票（案）について説明。今回
は認定資格関係の内容を盛り込んだ。意見があればメールで連絡していた
だきたい。次回理事会で最終案を提出する。
・神奈川ジ・オープンを平成 29 年 10 月 22 日（日）にリバーサカワゴルフ
クラブにて開催を予定している。
９． 医療被ばく最適化推進委員会：渡邉理事より報告 理事会資料P39
・4 月 26 日（水）に医療被ばく最適化推進委員会を開催した。詳細は議事録
参照。
１０．災害対策委員会：佐藤副会長より報告 資料なし
・前月理事会継続事項の自然放射線測定協力施設のホームページ掲載の件に
ついて、
「けいゆう病院」は残し、「戸塚第一病院」は削除することで測定
協力者の木下様に了承を得た。

議題番号
議題 3

報告事項、審議事項

結果

審議事項
3-1

第 5 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
江川理事より説明
総会有権者数：1,418 名 総会成立には過半数 710 名の出席者が必要である。現
在 558 名の委任状が確認されている。過半数到達まで残り 152 名の出席者が必
要である。委任状未提出の会員には促進の声かけをお願いしたい。
・総会職員の選出について
書記係：安部 真（総務）
、村上 朋史（学術）
採決係：丸田 章子（渉外）
、武笠 祐士（厚生）
写真係：編集委員会から推薦
受付係：福永 康晶（総務）
、古口 秀一（総務）
、並木 哲（総務）
表彰状補助：工藤 博子（総務）
・審議事項なし、報告のみ。

3-2

定時総会時の表彰者
大内会長より説明
前回理事会にて感謝状贈呈者に元役員の髙橋喜美様、上前忠幸様、仙臺真紀夫
様、早川俊一様、桂孝英様、草柳伸彦様の 6 名を承認したが、厚生委員会より
追加で 2 名の推薦があった。厚生委員会で長く委員を務めていただいた太田守
様と平林公二様を審査したい。5 月 8 日開催した表彰委員会では両名とも資格を
持っていると判断した。
→理事会承認となる。
・総会時の感謝状受賞者の挨拶について検討され、時間の都合上 3 名までの出
席であれば全員に挨拶をいただき、4 名以上の出席があった場合は髙橋喜美様、
上前忠幸様のお二人だけに挨拶をいただく段取りで進行することとなった。

3-3

創立70周年記念大会
田島副会長より説明 理事会資料P1
4月24日（月）に第7回創立70周年記念事業組織委員会を開催した。詳細は議事
録参照。
・松尾理事提案の大会ポスター案は次回委員会にて決定する。
・市民公開講演の講師候補者について、サッカー協会に打診していたが交渉が
難しく、現在は元横浜高校野球部監督の渡辺元智氏に交渉中である。
・審議事項なし、報告のみ。

3-4

ＣＴ検査の被ばく調査回答率
渡邉理事より説明 別紙資料：ＣＴアンケート回収状況
・現在回収率は 21％と低迷している。最終締め切りを 6 月末日までとし回収
率をあげたい。理事および各委員会委員に協力を仰ぐ。

承認

議題番号

報告事項、審議事項
・アンケートの入力処理に関しては、処理する委員には解答施設がわからない
ように配慮している。
・別紙資料：ＣＴアンケート回収状況にチェックが無い施設に知り合いなどい
れば声かけをする。
・審議事項なし。

3-5

ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会
田島副会長より説明 理事会資料P15～17
・業務拡大に伴う統一講習会第1回目が4月22日（土）23日（日）に鶴見大学会
館で行われた。受講者は30名であった。
・第2回統一講習会は平成29年6月10（土）11日（日）に北里大学で開催する。
現在申し込みは20名。5月28日まで募集しているので各施設にて広報していただ
きたい。
・第3回統一講習会は平成29年7月29（土）30日（日）に開催予定である。会場
は横浜市立大学で開催する予定であるが、まだ確定ではない。
・平成29年度関東甲信越診療放射線技師学術大会が平成29年6月24日（土）25日
（日）に長野県で開催される。
・平成29年度フレッシャーズセミナーを平成29年8月27日（日）に開催予定であ
る。会場は川崎幸病院。募集期間は未定である。
・審議事項なし、報告のみ。

3-6

ＪＡＲＴ第 78 回定時総会
大内会長より説明
・ＪＡＲＴ総会が6月3日（土）に開催される。代議員にはＪＡＲＴより総会資
料が郵送されているが、その他皆様から意見がある場合は前日までに会長にメ
ールで連絡する。意見は集約し、総会での扱いは２役で判断する。
・審議事項なし。

3-7

その他
大内会長より説明 別紙資料：2017－5月理事会 その他報告事項
・5月19日（金）は事務局員２名とも不在になる。
・健康チャレンジフェアかながわ2017の開催に伴う実行委員会構成団体の参画
依頼が来ているが、本会は見送ることとする。
・第37回田名ふるさとまつり実行委員会が6月4日（水）19時～田名公民館で開
催される。渉外委員会で対応する。
・日本放射線公衆衛生学会では本会は法人会員であるため、第15回総会には代
議員3名分で登録されている。それに伴い法人会員会費1万円を納める。
・平成29年度かながわ健康財団がん対策推進会費1万円は例年通り収める。
・県病院協会第90回定時総会懇親会が6月21日（水）17：30～横浜キャメロット
ジャパン5階「ジュビリーⅡ」で開催される。大内会長が出席する。
・審議事項なし、報告のみ。

結果

議題番号

報告事項、審議事項

結果

千田監事より総評
総会がいよいよ来週に迫っています。会員の皆様に出席を促し、当日出席で
きない方には委任状での総会参加を広報してください。本日決定したメーリン
グリストを活用する件については、事務局に負担をかけない、またお金をかけ
ずに理事会の連絡事項が速やかに運用されることについては賛成であります。
平成28年度の除籍会員は例年に比べ減少したかと思います。引き続き1,500名の
会員を集めるように努力していただきたい。ＣＴ検査の被ばく調査の回収率が
上がらない件はいろいろな理由を分析して今後の回収率アップに努力していた
だきたい。

以上

