平成 30 年 4 月 20 日
公益社団法人

議
会議名

事

録・報

告

神奈川県放射線技師会

書

平成 29 年度 第 12 回理事会

開催日時

平成 30 年 3 月 22 日（木） 18：30～20：30

開催場所

KART 504 会議室

出席者

会

長

大内 幸敏

理

事

伊藤 今日一・江川 俊幸・印南 孝祥・松尾 清邦・金岩 清雄

副会長 佐藤 英俊・田島 隆人

引地 利昭・上遠野 和幸・津久井 達人・渡邉 浩
前原 善昭
欠席者

監

事

千田 久治・山﨑 尚人

理

事

尾川 松義・松本 好正
大内 幸敏

議

長

大内 幸敏

議事録採集者

印南 孝祥

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（第 11 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
・第 31 回胸部画像評価研修会基礎コース

3 月 4 日（日）

・四役会

3 月 15 日（木）

・平成 29 年度横須賀三浦放射線技師会 総会

3 月 17 日（土）

・その他
2-2 各委員会報告
・総務

資料有

・財務

資料有

・組織

資料有

・学術

資料有

・渉外

資料有

・編集

資料有

・広報

資料有

・厚生

資料有

・災害対策

資料有

・医療被ばく最適化推進

資料有

3

審議事項
3-1 第 6 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
3-2 平成 29 年度事業報告及び決算報告
3-3 公益渉外活動・イベント
3-4 会費合算請求関連
3-5 規程の見直し
3-6 その他
【資料リスト】
① 平成 29 年度 3 月理事会資料
② 2018-3 月理事会 その他報告事項【回覧資料】

【2018-3 月理事会 その他報告事項】
1.

講習会および後援会開催のお知らせ

【ＪＡＲＴ】

2. 第 30 回日本消化器画像診断情報研究会千葉大会開催のお礼
* 回答が必要な文書
3. 第 27 回在宅医療・介護セミナーご後援･PR のお願い

以上

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題 1

前回（第 11 回）理事会議事録確認：前原理事より説明
・訂正事項
議題 2
2-2

各委員会報告

4）学術委員会
JART 関連セミナー・講習会等
平成 29 年度 業務拡大に伴う統一講習会（神奈川開催）
第 5 回 平成 30 年 2 月 24 日（土） ～ 25 日（日）
会場：横浜市立大学附属病院 10 階臨床講堂
参加予定者数：40 名 １月 28 日現在
講師予定：田島副会長、引地理事、尾川理事、富安幹事、村上委員
→削除
議題 3 審議事項
3-1

創立 70 周年記念大会総括
田島理事より説明
→田島副会長より説明

3-3

JART 関連セミナー・講習会
平成 29 年度 業務拡大に伴う統一講習会（神奈川開催）
第 5 回 平成 30 年 2 月 24 日（土） ～ 25 日（日）
会場：横浜市立大学附属病院 10 階臨床講堂
参加予定者数：40 名 １月 28 日現在
講師予定：田島副会長、引地理事、尾川理事、富安幹事、村上委員
→追記
来年度最後の統一講習会を 2 月 24 日から 25 日に開催します
→削除
1 ページに受講率を記載してあります
→資料 1～2 ページに今まで開催した統一講習会の受講率を記載し
てあります

3-5

その他
274 号の発行が次回理事会前になるのでここで報告します
→274 号の発行予定をここで報告します

以上訂正とする。

議題 2

報告事項
2-1

会長報告
1)3 月 4 日（日）第 31 回胸部画像評価研修会基礎コース
2)3 月 15 日（木）四役会
3)3 月 17 日（土）平成 29 年度横須賀三浦放射線技師会 総会

承認

4) その他
県会員動向（P10）
入会者 2 名 退会者 2 名 転入者 1 名
平成 30 年 2 月 28 日現在 会員 1474 名、賛助会員 37 社

2-2

各委員会報告
１総務委員会報告：江川理事

理事会資料（P1～P4）に沿って報告

報告

・3 月 16 日（金）委員会開催
・平成 30 年度、理事会開催日程および事務所休暇日について（P4）
前回理事会承認を得ているが、再確認をお願いします。
・公益インフォメーション関連について
平成 30 年度公益インフォメーション書類を藤原会計事務所青柳先生へ
提出。（3 月 7 日）
青柳先生より提出書類作成完了の連絡あり。（3 月 20 日）
3 月 22 日に公益インフォメーションへ提出。
・JART 情報システム（JARTIS）への生涯学習カウント申請について
第 38 回神奈川 MRI 技術研究会

（3 月 12 日申請登録）

平成 30 年度 放射線（診療）業務従事者の教育訓練講習会
（3 月 14 日申請登録）
・会員データベースについて
リコーリースに以前の会員管理 PC（大塚商会）の返却について確認。
データ消去に関して、HDD の破壊は不可、自己責任でデータ消去して 3
月末までに返却との回答あり。
伊藤財務理事に確認し、データ消去ソフト購入。
（完全データ消去 ターミネーター10 プラス 4115 円）
HDD 完全消去確認し、リコーリースへ返却郵送した。（3 月 19 日）
2 財務委員会：伊藤理事 理事会資料（P11～P17）に沿って報告
・収入について
正会員入会費：2 万円 2 名（正規入会者 2 名、初年度入会者 0 名）
会費収入：48,000 円
負担金収入：70 周年関連、ゴルフ大会などで 3,026,000 円であった。
・支出について
公 1 において 70 周年関連の支出が多くある。
今年度は 81 名の新入会者があった。
3 月の入会者については、4 月入会とし前受け金として扱うことにした。
会費納入率については、78.4％となっている。
12 月以降は過年度分会費が多く徴収された。

報告

3 組織委員会報告：松尾理事

理事会資料(P19～21)に沿って報告

報告

・3 月 8 日（木）委員会開催
各地区からの報告あり
・第 6 回定期総会担当委員の選出（P21）について（審議）
議長担当 2 名を選出した。
横浜北部地区 宇田川孝昭 委員
横浜西部地区 和田幸男 委員
総会運営委員 3 名を選出した。
湘南地区 庄司有希 委員
平塚地区 白川光平 委員
西湘地区 大塚叔宏 委員
以上、総会運営委員の審議をお願します。
・総会運営委員会を 5 月 10 日（木）18 時 30 分より開催予定とした。
・組織委員会定例会について
奇数月第 1 金曜日 18 時 30 分を定例日とし、504 号室にスクリーンを
使用して開催することとした。
（田島副会長）総会運営委員候補の湘南地区 庄司委員について、平塚地
区ではないか。
（江川理事）平塚地区が二人となっても問題ないか。
（田島副会長）問題ない。
（松尾理事）再度確認します。
（大内会長）総会運営委員の審議については、地区の確認もあるので 4 月
理事会時に行う。

継続

4 学術委員会：引地理事 理事会資料（P23～26）に沿って報告

報告

・3 月 2 日（金）委員会開催
・第 31 回胸部画像評価研修会（気管支模型作成）について（P26）
9 名の申込みがあったが、当日は欠席もあり 6 名の開催となった。
来年度の開催予定はないが、今後は早めの広報案内を進めていきたい。
（金岩理事）広報案内が遅かったのか。
（引地理事）会誌に開催案内を掲載し、募集方法についてはホームページ
で詳細案内と広報しているので募集開始時期としては問題ないと思う
が、結果としてもう少し早く広報をすれば良かったと考える。
（松尾理事）受講生として参加したが、大変勉強になる講習会であった。
今後も開催し、沢山の会員に受講して頂きたい内容である。
5 渉外委員会報告：金岩理事

理事会資料（P27～33）に沿って報告

・3 月 19 日（月）委員会開催
・配布グッズ（濡れティッシュ）の購入について
2 社から見積もり（P33）を取った。
印刷内容：表面に（公社）神奈川県放射線技師会、ホームページ URL、

報告

技師会マーク無し
最安値のコーエイドトレード社 40,176 円（1,000 個）に発注依頼。
・相模原市民桜まつりについて
平成 30 年 4 月 7～8 日 相模原市総合学習センターにて出展。
乳がん検診啓蒙活動、骨密度測定、血管年齢測定、放射線検査説明等を
行い、スタッフ渉外委員会 6 名、相模原地区 6 名で参加予定である。
骨密度測定が有償レンタルと記載あるが、「日本光電

相模原営業所」

より無償レンタル可能と連絡があり借用依頼をした。
・小田原子育て支援フェスティバル
平成 30 年 5 月 27 日 小田原市川東タウンセンターマロニエ 集会場
301 号室にて出展。
乳がん検診啓蒙活動、骨密度測定、血管年齢測定、放射線検査説明等を
行い、スタッフ 11 名（渉外委員会・西湘地区）で参加予定である。
骨密度測定機器を 2 社から見積もり（P31～32）を取った。
最安値のメディケアー社 43,200 円で依頼する予定である。
（大内会長）相模原市民桜まつり（P30）の案内は会誌掲載されるのか。
（金岩理事）ホームページのみの掲載である。
（津久井理事）5 月発行の会誌であれば、小田原子育て支援フェスティバ
ルの案内は掲載可能である。
（金岩理事）掲載をお願いしたい。
（田島副会長）会誌掲載については、団体への確認が必要ではないか。
（金岩理事）確認します。
（大内会長）公益の会誌掲載は大切であり、他の委員会からも会誌掲載を
お願いします。
6 編集委員会：上遠野理事 理事会資料（P35～36）に沿って報告
・2 月 26 日(月)委員会開催
平成 30・31 年度会誌表紙デザイン検討。
ホームページの QR コードを表紙か裏表紙か検討しているが、裏表紙の
方がデザイン的に良いと考えている。
（松尾理事）神奈川県放射線技師会と分かる表記はあるか。
（津久井理事）従来と同じ表記である。
（田島副会長）表紙のリンゴに何か意味があるのか。
（上遠野理事）特にないが、リンゴをカットではなく透けているのがポイ
ントである。
・KART かながわ放射線だより No273 号（3 月号）について
平成 29 年 3 月 26 日(月) 発行予定。
・KART かながわ放射線だより No274 号（5 月号）について
総会資料添付のため、原稿締切日、発行日が変更。
発行予定日：平成 29 年 5 月 7 日(月)
5 月号から新たに神奈川県放射線治療技術研究会の原稿を掲載する。

報告

7 月号から神奈川超音波研究会の原稿を掲載予定である。
・巻頭言の順番を前回理事会時の提案に沿って変更したので、確認をお願
いします。
（前原理事）厚生委員会から 274 号に会員調査の 4 ページ掲載可能か。
（上遠野理事）原稿はいつ頂けるか。
（前原理事）今週中に準備できます。
（上遠野理事）大丈夫です、掲載可能です。
（前原理事）274 号で会員調査前半を 4 ページ掲載して、275 号で会員調
査後半を 4 ページで掲載をお願いします。
（江川理事）この後の審議事項にあるが、定時総会の会告文の掲載をお願
いします。
（上遠野理事）準備してあります。
7 広報委員会報告：印南理事

理事会資料（P37）に沿って報告

報告

・委員会開催なし
・総務委員会で購入したデータ消去ソフト（完全データ消去

ターミネ

ーター10 プラス）は管理します。
・理事会メールに 3 月 16 日松尾理事が退会されましたとのメールが流れ
た。
この件で松尾理事からも連絡があり、その後理事会メールが受け取れな
いとの報告あり。
メールの内容からは本人が退会申請を行ったか、管理者が退会としたな
どであるが、メールサーバのアクセス解析（アクセス者、アクセス時間
など）をしても、はっきりとした原因はつかめていない状況である。
今後も注意しながら様子を見ていくが、不具合があれば連絡をお願いし
ます。
・503 号室設置のパソコン、付属品などの管理・処分について（審議）
503 号室に現在使用していないと思われるパソコン・ソフト・付属品が
多数あり、処分を検討してますので審議お願いします。
各委員会で必要なデータを取り出し、了解が得られた時点でデータ消去
ソフトを使用して、データ漏洩の無いよう処分したいと考えている。
（大内会長）どこの委員会が管理していたパソコンか分かるか。
（印南理事）IBM ノートパソコン 2 台については編集委員会シールで分か
っているが、その他のパソコンについては分からない。
（松尾理事）メールなどがあったのでそのままに保管していた。必要なデ
ータについては吸い出して消去したと思う。あるとすれば写真ではない
か。6 年以上は使用されていないパソコンである。
（上遠野理事）処分に費用はかかるのか。
（印南理事）稼働するパソコンであれば無償で引き取り可能である。電源
ケーブルなど不足して稼働しないパソコンについては費用が発生する
と思われるが、見積もりなどはまだ取ってない。

（江川理事）HDD 内を確認してからのが良いのでは。
（津久井理事）必要なデータがあれば吸い上げて頂きたい。
（江川理事）電源ケーブルがなく、確認できないパソコンはどうするのか。
（印南理事）稼働しないパソコンについては、技師会所有となるので HDD
を破壊して処分したいと考えている。
（田島副会長）財産上処分して良いかが問題ではないか。
（伊藤理事）いつ購入されたパソコンか分からない為、減価償却出来てい
るか分からない。
（大内会長）パソコンの種類・内容を分かる範囲で確認して、次回報告を
お願いします。
8 厚生委員会報告：前原理事

継続
理事会資料（P39～40）に沿って報告

・3 月 1 日（木）委員会開催
平成 30 年度施設調査票作成と送付時期について検討。
施設調査票 No.1 について、グーグルフォームの活用を検討しているが、
平成 30 年度の施設調査ではフォーマットを大きく変更しないで行って
いく事とした。
施設調査票 No.2 について、医療被ばく低減施設認定の取得予定、統一
講習会の受講率、業務拡大への取り込みについて検討している。
送付時期について、医療被ばく最適化推進委員会と同時調査の場合は、
7 月発送を目標としている。
・ボウリング大会について
平成 30 年 3 月 10 日（土）ソプラティコ横浜関内にて、盛大に開催され
参加者 29 名であった。
決算報告として、懇親会にて依頼したプラン内容と異なっていたため、
5,860 円の支出が発生してしまった。次回からは収支を整えるよう注意
して企画していきたい。
・施設調査票と医療被ばく最適化推進委員会の調査票を個別に送付する
ことについて（審議）
施設調査は平成 27 年度までは、回収率 50％以上であった。平成 28 年
度は 26.4%（一般撮影領域のアンケートと同時に収集）と落ち込んだ。
原因として、アンケートの設問数が多くなったためと考える。
平成 29 年度の施設調査（280 施設へ発送）の回収率を確認した上で、施
設調査と医療被ばく最適化推進委員会のアンケートを別々に行うこと
について審議お願いします。
追加予算案
発送：140 円×300 施設×1 回分＝42,000 円
返信：140 円×300 施設×0.7（回収率）1 回分＝29,400 円
（大内会長）追加の予算案という事でしょうか。来年度の予算案は承認さ
れています。もう少し検討してください。
（渡邉理事）予算案では来年度も一緒に発送する予定であった。

報告

問題点として、平成 29 年度の施設調査は 2 月発送し短期間での平成 30
年度施設調査の発送、設問数が多くなる、1 年かけて設問に対し検討を
行っているが発送が遅くなるなどが挙げられ、それぞれの委員会が別々
に発送した方が良いと考える。
（大内会長）回収率が問題で提案として分かるが、予算案として提出され
るのは困る。
（渡邉理事）予算案の修正ではない。記載が不適切であった。
（田島副会長）別々に発送した場合、これだけの費用がかかるとの事で良
いか。
（渡邉理事）そうである。
（大内会長）予算案としては承認できないが、追加費用として再度提案を
お願いします。
（前原理事）承知しました。
（渡邉理事）準備の関係で先に追加承認を得た方が良いのでは。
（田島副会長）先に準備して整い次第、医療被ばく最適化推進委員会から
の提案が良いのでは。
（渡邉理事）承知しました。

継続

9 災害対策委員会報告：佐藤副会長 理事会資料（P41～43）に沿って報告

報告

・委員会開催なし。
・平成 29 年度緊急被ばく医療ネットワーク調査検討会委員会出席。
平成 30 年度原子力災害対策協力機関登録通知の報告。
（3 月 13 日）
神奈川県地域防災対策～原子力災害対策計画～も登録されている。
10 医療被ばく最適化推進委員会：渡邉理事 理事会資料（P45～49）に沿
って報告
・3 月 7 日（水）委員会開催
・平成 30 年 4 月 14 日開催の J-RIME 総会にて、日本診療放射線技師会が
技師会全体の報告を行うため、本会医療被ばく最適化推進委員会の平成
29 年度活動報告を日本診療放射線技師会に行った。
・IVR 分野の線量調査を 7 月調査票発送予定で行っている。
4 月理事会で研究計画書を審議して頂く予定である。
・平成 30 年 3 月 2 日 相模原地区放射線技師会で「DRL2015 を知ろうKANAGAWA70 の取り組み」を講演・広報した。
・70%以上の施設で線量の評価でき最適化できていると考えるが、70%の回
収率が難しい状況である。
施設認定のモデル地区を作成するや施設認定数が一番多い県を目指す
など視点を変えて進めていく事も検討している。
・4 月より委員の公募を行います
（江川理事）委員会事業報告の委員数が 6 名であるが、委員会議事録には
記載されていない方もあるがこれで良いか。

報告

（渡邉理事）調査の関係で、CT 研究会と合同で会議を行っているので、委
員としては 6 名でお願いします。

議題 3

審議事項
3-1

第 6 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

理事会資料（P5～8）に沿って説明

・会誌掲載（5 月号）定時総会会告、総会出欠確認葉書（委任状）、封筒表
紙について審議をお願いします。
・総会運営委員会大屋委員長より、総会資料に立候補届けを掲載するため
提出して頂きたいとの連絡あり。まとめて提出しますので、私の方まで
メールにて送って下さい。
・委員会事業報告書の提出ありがとうございました。次回理事会までにひ
な形に沿って修正させて頂きます。
（大内会長）総会出欠確認葉書（委任状）、封筒表紙ついては取り消し線
での修正ではなく、完成版で審議としてください。
（江川理事）山王印刷での作業となる。完成次第送付しますので、確認を
お願いします。

3-2

（大内会長）会告について承認で良いか。

承認

平成 29 年度事業報告及び決算報告：大内会長 説明

報告

・事業報告について
委員会事業報告を総括して報告する。
・決算報告について
（伊藤理事）現在作業中であり、4 月理事会時に提出します。
70 周年関連の収支報告について：伊藤理事 理事会資料（別紙）に沿って
説明
記念式典（公１）
・祝賀会（公１）収支報告書について
収入の部 事業費（70 周年準備金）

2,170,000 円

祝賀会参加料（負担金収入 ）2,150,000 円
協賛金（協賛金収入）

48,000 円

広告収入（広告料収入）

60,000 円

収入計

5,400,000 円

協賛金 3 社、広告料 1 社については未納であるが、年度末までにはお支
払していただけるよう連絡する。
以上、収支合計より、会場費、記念誌作成費などの支出を差し引くと、
残金が 209,405 円であった。残金は特定資産へ戻すため「新 80 周年基
金」へ繰入れる予定である。
第 17 回神奈川放射線学術大会（公１）収支報告書について
収入の部 事業費（学術向上基金）
参加登録料（負担金収入）①

900,000 円
618,000 円

報告

JPTEC 参加登録料（負担金収入）② 48,000 円
収入計

1,566,000 円

会場費、講師料などの支出を差し引くと、残金が 7,766 円であった。残
金は学術向上基金へ繰入れる予定である。
反省点としては、企画内容が良く沢山の参加者があったのでこれだけ
の収支となったが、記念誌などの印刷費で多額の支出があったので次回
開催時には注意が必要であると考える。
開催当日の実行委員交通費として 2,000 円をお支払いします。
3-3

公益渉外活動・イベント：金岩理事 理事会資料（P27）に沿って報告
・イベント活動について
健康イベントだけでなく、ボランティア活動（河川敷清掃など）が公益
活動として認められるのか。
（大内会長）今まで試みがないことである。放射線啓蒙活動とは関係なく
活動を行うとのことで良いか。
（佐藤副会長）関内駅の清掃など神奈川県放射線技師会ののぼり旗を持っ
ての活動を考えている。
（大内会長）広報活動にはなる。
（田島副会長）事業拡大で良いと思うが、イベント活動も参加して、ボラ
ンティア活動も行えるか。
（佐藤副会長）健康イベントだけでは足らないのでは考えている。
（江川理事）社会活動としては良いと思うが、委員さんの負担などが心配
である。
（津久井理事）ボランティア活動は多数あるのか。どこかのイベントに参
加するのか。
（金岩理事）自分たちで検討し活動を考えている。
（田島副会長）活動計画案を提出して頂いた方が良いと考える。

3-4

（金岩理事）再度委員会にて検討します。

継続

会費合算請求関連：大内会長

報告

理事会資料（P1）に沿って報告

1 月末に県会費 3 年滞納者に対して、再請求時に除籍通知文も一緒に発
送された。今後 JART 合算請求に合わせて 2 年滞納で除籍となるが、移
行処置を設けたため、除籍対象者ではない旨の説明文を 3 年滞納者 9 名
に対して 2 月に発送した。
今後 5 年間は移行処置期間として、このような扱いとなることを認識し
て会員には正確な説明をして頂きたい。
3-5

規程の見直し：大内会長 説明
・新春情報交換会時にも感謝状を授与できるよう、表彰規定を検討して頂
きたい。
現在は 1 年後の総会で感謝状を渡している。

（千田監事）そのような場で感謝状を授与している会はあるのか。
（大内会長）他団体であるが、臨床検査技師会では行っている。
（山﨑監事）栄養士会は報告であった。授賞式の場ではないと考える。受
賞者の紹介で良いのでは。また、受賞者は招待とするのか。
（伊藤理事）招待した場合でも、財務的には問題ない。
（大内会長）勤続 20 年表彰は総会で行う。委員を辞められて 1 年後の総
会より、半年後の新春情報交換会の方が出席しやすいのではと考えてい
る。
（佐藤副会長）臨床検査技師会では、乾杯の前に行われている。
（江川理事）式典でも挙げているが問題ないか。
（大内会長）特別功労賞などは表彰規定とは別である。

3-6

（大内会長）意見が多数あるので、次回再度検討します。

継続

その他：大内会長

報告

・医療被ばく低減施設認定にむけての講習会および講演会開催のお願い
JART から全国で講演会 10 か所、講習会 5 か所予定とする依頼である
が、神奈川県は医療被ばく低減施設が 3 施設以上ある事も考慮し様子を
見ることとする。
・503 号室について
パネルや胸部関連が散乱しています。整理整頓を行ってください。
（高橋相談役）理事会運営をみて、活発で画期的な意見が出されており、
しっかりと運営されていると思います。
【千田監事より総評】
平成 29 年度の事業が終了しましたが、4 月からまた新規事業が始ま
ります。会員の負担にならないようバックアップしてください。
PC 処分に関しては、情報漏洩が無いようしっかりと処理してくださ
い。
会費合算請求に関しての対応をしっかりとお願いします。

以上

