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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（第 8 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
・神奈川県医療専門職連合会公開セミナー

11 月 24 日（金）

・四役会（財務委員会）

11 月 28 日（火）

・第 6 回マンモグラフィポジショニング実践セミナー

12 月 3 日（日）

・県民集会「国民医療を守るための神奈川県総決起大会」

12 月

・創立 70 周年記念大会組織委員会

12 月 5 日（火）

・四役会

12 月 7 日（木）

・第 34 回ゴルフ大会 神奈川ジ・オープン

12 月 17 日（日）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

12 月 19 日（火）

・神奈川県医療専門職連合会広報委員会

12 月 20 日（水）

・その他
県会員の動向
2－1 各委員会報告
3

審議事項
3－1 平成 30 年度事業計画案と予算案
3－2 創立 70 周年記念大会
3－3 JART 関連セミナー・講習会
3－4 会費合算請求関連
3－5 その他

5 日（火）

【資料リスト】
①平成 29 年度 12 月理事会資料
②2017‐12 月理事会 その他報告事項【回覧資料】
【2017‐12 月理事会 その他報告事項】
1．平成 29 年度会費未納者一覧について【日放技】
2．
（平成 29 年度会費再請求関係）書類【日放技】
3．第 34 回日本診療放射線学術大会 第 6 回アジア放射線治療シンポジウムのポスターと
チラシ掲示のお願い
4．県民集会「国民医療を守るための神奈川県総決起大会」依頼書及びお礼
5．
「第 13 回がん克服シンポジウム」参加者募集チラシについて（お願い）
6．平成 29 年度「世界エイズデー」ポスターの送付について（依頼）
【県保健福祉局健康
危機管理課長】
7．平成 29 年度 放射線管理講習会の開催報告について【県放射線管理士部会】
8．第 20 回循環器セミナーご後援のお礼【神奈川県保健医協会】
9．後援のお礼【超音波スクリーニングネットワーク】【県病院協会】
10．社名変更のお知らせ（H30.1.4～）「東芝メディカルシステムズ㈱」⇒「キヤノンメデ
ィカルシステムズ㈱」
11．平成 30 年西湘放射線技師会新年会御招待の案内
※H30 年 1 月 26 日（金）18 時 30 分～小田原駅東口「じんりき厨房」駅前店
1 月 16 日迄に回答
以上

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題 1

前回（第 7 回）理事会議事録確認：引地理事より説明
・訂正事項
議題 2-2

委員会報告

6.編集委員会
「賛助会員の公告」→「賛助会員の広告」に訂正。
9.医療被ばく最適化推進委員会
「KART60 周年記念大会」→「KART70 周年記念大会」に訂正。
議題 3－1 平成 30 年度事業計画案
「第 5 次」→「第 5 次」スペース削除に訂正。
議題 3－5 来年度役員立候補日程
「3－5」→「3-5」半角文字に訂正。
「来年度役員理候補日程」→「来年度役員立候補日程」に訂正。
議題 3－6 その他
「3－5」→「3-6」半角文字に訂正。
上記を修正することにより承認された。
議題 2

報告事項

2-1

会長報告

承認

・11 月 24 日（金）神奈川県医療専門職連合会公開セミナー
・11 月 28 日（火）四役会（財務委員会）
・12 月 3 日（日）第 6 回マンモグラフィポジショニング実践セミナー
・12 月 5 日（火）県民集会「国民医療を守るための神奈川県総決起大
会」
・12 月 5 日（火）創立 70 周年記念大会組織委員会
・12 月 7 日（木）四役会
予算案の最終確認を実施した。
・12 月 17 日（日）第 34 回ゴルフ大会 神奈川ジ・オープン
・12 月 19 日（火）創立 70 周年記念大会組織委員会
・12 月 20 日（水）神奈川県医療専門職連合会広報委員会
来年度の総会や会誌について打ち合わせを行った。
・その他
① 県会員の動向（資料 P11）
平成 29 年 11 月 30 日現在 会員 1,465 名、賛助会員 38 社
2-2

各委員会報告
１．総務委員会：江川理事より報告

理事会資料 P9～10

・12 月の委員会は開催なし。
・12 月 7 日（木）四役会議開催。
・創立 70 周年記念大会組織委員会について

報告

12 月 5 日（火）第 18 回 創立 70 周年記念大会組織委員会
12 月 19 日（火）第 19 回 創立 70 周年記念大会組織委員会
12 月 7 日（木）表彰者へ案内状発送（会長推薦、地区推薦、研究会推
薦）
12 月 13 日（水）祝賀会への案内文発送（研究会代表、施設長、新入会
員）
・データベース委員会
12 月 18 日（月）会員管理システム設置（データインストール）
12 月 21 日（木）運用を開始

報告

2．財務委員会：伊藤理事より報告

理事会資料 P13～P19

・収入について
正会員入会費：5 万円 9 名（正規入会者 4 名、初年度入会者 5 名）
会費納入：28 年度以前は 21 名、29 年度は 97 名。29 年度累計は 1112 名
で納入率は 76.3％。正会員会費収入は 94 万 4 千円であった。
賛助会員会費：5 社 6 口 12 万円
70 周年広告料：2 社 10 万円
70 周年協賛金：2 社 6 万円
・事業支出について
11 月は特筆すべき支出はなかった。
・新入会者について
11 月 30 日現在で 67 名の入会者があり、今年度は更に 33 名程度の入会
を期待したい。

報告

3．組織委員会：松尾理事より報告

理事会資料 P21

・12 月の委員会は開催なし。
・地区活動報告について
11 月 29 日（水）西湘放射線技師会 冬季学術講演会に松尾理事出席
12 月 17 日（日）横浜北部地区放射線技師会 研修会に松尾理事出席
・その他
JART 永年会員の KART 会費納入について問い合わせがあった。
4．学術委員会：引地理事より報告

理事会資料 P23～29

・12 月 8 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 神奈川県診療放射線技術講習会について
第 3 回平成 30 年 1 月１4 日

AM：CT／PM 小児・整形読影

・かながわ放射線だより“医療の中の放射線”掲載原稿について
3 月号：執筆担当 富安幹事（胃がん検診）
・ 放射線診療実践セミナー・技術支援セミナー開催について
第 6 回マンモグラフィポジショニング実践セミナー開催報告（実施報
告、会計報告：資料 2）

報告

修了者：16 名（内訳：会員 5 名／非会員 11 名）
・第 5 回一般撮影実践セミナー開催について（開催案内）
日時：平成 29 年 1 月 11 日（金） 19：00～20：30
会場：横浜市技能文化会館
講師：聖マリアンナ医科大学病院 加藤木 圭一委員
・第 31 回胸部画像評価研修会基礎コース
（気管支模型作成）
について （開
催案内）
日時：平成 30 年 3 月 3 日（土）/４日（日）9：00～18：00
会場：済生会横浜市東部病院

報告

大内会長）セミナーの会誌等への案内は行っているか。
引地理事）第 31 回胸部画像評価研修会基礎コース（気管支模型作成）に
ついては会誌やホームページにて案内を予定している。第 5 回
一般撮影実践セミナー開催については会誌には間に合わなか
ったため、ホームページで案内をしています。
5．渉外委員会：金岩理事より報告 理事会資料 P31～32
・11 月 27 日（月）に渉外委員会を開催した。詳細は議事録参照。
・平成 29 年第 1 回小田原子育て支援実行委員会について
11 月 29 日（水）に平成 29 年第 1 回小田原子育て支援実行委員会に参
加。参加団体紹介、平成 30 年度の開催日検討、次回以降の日程調整等
について協議。
・相模原市さくらまつりについて
平成 30 年４月 7 日（土）
、8 日（日）の参加申込を行った。

報告

6．編集委員会：上遠野理事より報告 理事会資料 P33～34
・12 月 5 日（火）No272 号（1 月号）編集会議を開催した。
・KART 神奈川放射線だより No272 号（1 月号）
1 月 15 日（月）に発行予定。
・KART 神奈川放射線だより No273（3 月号）
原稿締め切りは 2 月 22 日（木）
、発行は 3 月 26 日（月）の予定。
コラムは江川理事。

報告

大内会長）No273（3 月号）の巻頭言は田島副会長へ変更。佐藤副会長、私
の順に変更します。
7．広報委員会：印南理事より報告

理事会資料 P35

・12 月の委員会は開催なし。
・ホームページアクセス数と掲載数について
ホームページアクセスは 5973views であった。
・Windows 更新作業について
12 月 18 日分まで広報・編集・学術・財務ノート PC 更新済み。
・その他

会員管理 PC にセキュリティーソフトインストール。残り 2 台インスト
ール可能。
1 月末セキュリティーソフト更新の為、2 セット購入予定。2 セット参
考価格：Amazon 8,992 円。
創立 70 周年記念大会の広報について、良い案がありましたら委員まで
ご提案ください。

報告

伊藤理事）今年度は 8 月からアクセス数が低下している。JART 合算請求
等の重要な案内もあり、閲覧数は増加して欲しい。低下してい
る要因について、どの様に考えているか。
印南理事）次回の委員会で検討します。
江川理事）1 日 1 クリック等の広報を行ってはどうか。
松尾理事）組織委員会でも、メールにホームページへのリンクを張り案内
を行いたいと思う。
印南理事）次回の委員会にて分析し、検討します。
8．厚生委員会：前原理事より報告 資料 P37～38
・11 月 30 日（水）と 12 月 18 日（月）に厚生委員会を開催した。詳細は
議事録参照。
・平成 28 年度施設調査票の報告書について
報告書案を作成した。
・平成 29 年度会員調査について
集計作業は完了した。調査票 No.1 と調査票 No.2 に分け、松井委員と佐
藤委員により 3、4 月に報告書案を作成。会誌 5 月号、7 月号に掲載す
る日程で作業を行うことを目標にした。
・平成 29 年度施設調査の「検像」の調査項目について
Google Forms の活用について検討したが、現状では困難であることが
判明した。H29 年度は書面によるアンケートを実施することを確認。1
月送付、2～3 月に集計、4～5 月報告書作成のスケジュールで行うこと
を目標にした。
・平成 29 年度ゴルフ大会
平成 29 年 12 月 17 日（日）リバーサカワ・ゴルフクラブにて開催した。
参加者は 24 名であった。
佐藤副会長）平成 29 年度施設調査票について平成 30 年と記載しなければ
ならないところが、平成 29 年と記載されています（2 箇所）
。
前原理事）修正いたします。他に修正があれば、ご連絡ください。
上遠野理事）平成 29 年度会員調査の報告書掲載は何頁を予定しているか。
前原理事）昨年度は 4 頁程度でした。
上遠野理事）5、6 頁であれば問題ないが、10 頁を超える場合は調整が必
要になるため、早めに連絡をお願いします。
松尾理事）検像については調査の重要なポイントでもある。多くの施設か
らの回答が来るように取り組んで頂きたい。

報告

9．災害対策委員会：佐藤副会長より報告 資料 P39
・平成 29 年 12 月 20 日(木)平成 29 年度「緊急被ばく医療ネットワーク調
査検討会(全体会)」委員会に出席。
・原子力災害医療協力機関に係る登録方法等について
前回の会議では、放射線技師会は、来年度以降の登録を検討となってい
ましたが、県内で協力して頂ける団体や病院は平成 30 年 1 月 22 日まで
に申請書を健康危機管理課まで提出となりました。既に承認を得ている
ため申請に向けて取り組んでいく。
・今年度調査の進捗状況と合同地域検討会の実施結果報告
・川崎市立川崎病院での被ばく医療講習会の実施結果報告
・神奈川県緊急被ばく医療研修会について（開催案内）
日時：平成 30 年 1 月 24 日(水)14 時 30 分から 16 時 30 分
場所：ヨコハマジャスト 1 号館 8 階 1 号室
講義テーマ：
『神奈川県における原子力・放射線事故への適切な知識と
行動』
・平成 30 年 3 月 6 日(火)第 2 回神奈川県緊急被ばくネットワーク調査検
討会(全体会)の予定である。

報告

大内会長）原子力災害医療協力機関に係る登録については委員会で調整し
申請を行い、次回の理事会において詳細を報告します。
10．医療被ばく最適化推進委員会：渡邉理事より報告

資料 P41～42

・12 月の委員会は開催なし。
・一般撮影論文について
報告時点では 4 回目の投稿中です。
・12 月 3 日 J-RIME WG 会議に出席
神奈川県放射線技師会の活動状況を報告した（詳細は資料参照）
。
2020 年に診断参考レベルの改訂を予定している。
委員会報告を通しての質問
千田監事）データベースの取扱いに関する規約は作成されているか。
印南理事）今回納入された会員データベースに関してもログイン時にパス
ワードが必要となっている。他の PC でデータを使用するため
USB は使用できるようにしている。
江川理事）情報セキュリティ規程に則り運用を行っています。
大内会長）新しいシステムが導入されたので、一度規定の見直しを行って
ください。
各委員会報告終了
議題 3
3-1

1．平成 30 年度事業計画案と予算案：大内会長と伊藤理事より説明 理事

報告

会資料 P1～3
事業計画案
・11 月の理事会で提出した事業計画案について、松尾理事からの修正を
一部加えています。
・公 3.5)第 5 次中長期将来計画委員会の設置を新規追加した。内容とし
ては「県民保健維持事業に対し、公益社団法人としての本会の役割を検
討する。
」、
「中長期的な本会事業の将来性について、組織の拡充と県民
の保健向上に寄与する診療放射線技師のあり方について検討する。」で
ある。
・公 3.3)に原子力災害医療協力機関に係る登録に関する内容を追加する。
・来月（1 月）の理事会にて承認をとる予定である。

継続

山﨑監事）公 1.1)「～を来年度開催に向けて」の記載を「～を平成 31 年
度開催に向けて」に修正した方がよい。
大内会長）
「～を平成 31 年度開催に向けて」に修正します。
渡邉理事）公 3.1)に記載のある調査対象についてまだ対象が確定してい
ないため、記載内容を変更したい。
大内会長）修正内容を検討し、報告してください。
津久井理事）平成 31 年に元号が変更になる予定だが良いのか。
大内会長）特に問題ないと考えます。
予算案
・遊休財産の保有限度の判定に関して“不適合”となった件について、
特定資産の積立金額の増額あるいは固定資産になるものを購入する方
法があるが、特定資産に積立てる方法で検討を行った。
・平成 30 年度の特定資産積立金は 100 万円計上し、翌年からは 80 万円を
積み立てていく試算をした。内訳は 70 周年事業積立金に 20 万円、放射
線医療学術向上基金 60 万円、放射線医療従事者教育支援基金に 20 万円
を積立てていく。これにより、平成 32 年度までは“適合”となる。
・特定資産の積立による予算案の修正について、雑費や未確定の項目につ
いて削減を行った。
公 1：雑費を削減した。
公 3：論文のネーティブチェック費用を削減した。
公 4：委員会用パソコンを削減した。
・以上より収入に対する支出は-48 万円として予算案を作成した。
・青柳先生に審査を依頼した結果、公 1 から 4 までの事業は“適合”
、公
益目的事業比率は 58.8%、遊休財産額の保有上限額の超過の有無につい
ても“適合”となった。
・第 5 次中長期将来計画委員会が公 3 に変更しているため、再度青柳先生
に審査を依頼する。
大内会長）内容を確認頂き、次回の理事会で承認を得たい。
渡邉理事）公 3 の論文ネーティブチェック費用は削除されたのか。

継続

伊藤理事）予定事業のため、今回は削除しました。
渡邉理事）IVR 調査票郵送費について増額されていない。
伊藤理事）郵送費を CT 保有施設として考えているが、再度郵送先につい
て検討頂きたい。今回は前年度の実績に基づいており、予定事
業の項目は全て削除しています。
渡邉理事）論文ネーティブチェック費用は削除されたが、事業は認められ
るのか。
伊藤理事）予算に記載のある事業は理事会承認をすでに受けているものと
して事業を行って頂き、それ以外の項目や金額に大きな差が生
じる場合はその都度理事会での審議が必要と考える。
渡邉理事）委員会の活動計画は調査・報告が全てではない。論文作成のス
キルの向上も目的としているので、論文ネーティブチェックの
費用も認めて頂きたい。
大内会長）技師会の活動か個人の活動により対応が異なると考える。具体
的な計画が立ちましたら理事会で審議したい。
渡邉理事）CT 研究会の小川氏と協議し、理事会に議題として提出します。
上遠野理事）医療被ばく最適化推進委員会の論文作成については事業計画
に記載されていない。また、公益事業において論文作成や個人
のスキル向上に予算を使うことについて公益事業として取り
扱う事について問題は無いのか。
大内会長）事業計画には全てを記載できない。また、論文作成は結果を纏
め、県民に還元すると言う意味では公益事業と考えられる。
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創立 70 周年記念大会 田島副会長より説明 理事会資料 P5～8
・12 月 19 日（火）と 12 月 5 日（火）に組織委員会を開催した。詳細は議
事録参照。
・JPETC は定員に達したため、申し込みを終了しました。
・理事や委員の大会当日の出欠を確認したい。また、役割分担表（案）を
配布します。ご確認ください。
・祝賀会については紙面による案内はせず、ホームページで案内を実施す
る。
・協賛金が少ないため、再度案内を行います。お声掛けをお願いします。
・祝賀会は新春情報交換会を兼ねるため、今回理事会承認での新入会員に
対して案内を送る。また、叙勲や県表彰の方に対する招待については、
役員以外 2 名が該当しますが、1 名は既に参加の返事を頂いており、も
う 1 名の方は神奈川県放射線技師会推薦ではたいため、今回招待はあり
ません。
・1 月 19 日に拡大実行委員会でマニュアルを配布する予定。会場担当の
理事もご協力お願いします。
松尾理事）役割担当表の作成がある方が組織委員会としては動きやすい。
伊藤理事）協賛金リストを理事に配布しています。現在 14 社ありました。

報告

お声掛けをお願いします。締め切りは当日までです。振込口座
は趣意書をご確認くださいとお伝えください。
松尾理事）拡大実行委員会の委嘱状は頂けるか。
大内会長）委嘱期間は拡大実行委員会から大会当日までとしますので、必
要な方は総務までご連絡ください。
上遠野理事）写真担当は全て編集委員会で良いのか。
田島副会長）その通りです。宜しくお願いします。
大内会長）祝賀会の登録は委員・理事も行った方が良いのか。
田島副会長）その通りです。宜しくお願いします。
津久井理事）大会案内ポスターなどのデータファイルを知り合い等に配布
しても良いか。
田島副会長）問題ありません。大会ホームページからダウンロードできま
す。
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JART 関連セミナー・講習会

田島副会長より説明 理事会資料 P23

・第 5 回 業務拡大に伴う統一講習会について
日付：平成 30 年 2 月 24 日（土）、25 日（日）
場所：横浜市立大学附属病院
定員 85 名とし、現時点において 10 名の申し込みがありました。
・次年度の業務拡大に伴う統一講習会（神奈川開催）の予定
年間 5 回開催で申請してあります。
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報告

会費合算請求関連 印南理事・大内会長より説明 理事会資料 P110
・会費免除申請について
合算請求に伴い JART の規定に合わせ、1 月 31 日までに申請する旨を記
載し、ホームページについても同様に追記したい。
松尾理事）毎年申請されている方は会誌に同封できないか。
印南理事）今年は間に合わないため、承認後別途発送を行います。
佐藤副会長）
「審査に合格した～」についての文言は不適切ではないか。
印南理事）
「理事会承認にて～」に変更します。
大内会長）それでは、以上を踏まえて承認します。

承認

・定年時の対応について
定年後に JART を退会したとしても、KART の会員を継続することは可能
と言うことで共通認識を持って頂きたい。
津久井理事）JART の退会時は KART を通さなければならない。
大内会長）今後様々な事例はあると思いますが、KART の会員を継続できる
ことを共通認識としておいてください。
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その他
大内会長）理事会の開催日は第 4 木曜日ですが、4 月から金曜開催に変更
を検討している。皆様のご都合やご意見を伺い、来月の理事会

報告

で決定したい。
津久井理事）定例会や総会など様々な要因があるのではないか。
大内会長）病院の委員会や JART 関連の会議など金曜日開催に支障が生じ
ないか各自確認をお願いします。

継続

江川理事）来月の理事会は看護協会の新春情報交換会への参加のため欠席
します。次回は、公益インフォメーションへ提出する議事録と
なります。議事録採取は渡邉理事でのよろしくお願いします。 報告
山﨑監事より総評
・創立 70 周年記念大会が成功裏に執行できるように努力してください。
・事業計画や予算計画は理事会承認で成立となりますので、会員へ説明で
きるように先ずは理事が理解するようにしてください。
・11 月末の会費納入率は 75.9％とてなっているが、合算請求が円滑にい
くためにも、できる限り滞納が無いように周知してください。
以上

