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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

3 月 28 日（水）

・三役会

4 月 10 日（火）

・神奈川県放射線技師会 平成 29 年度会計監査

4 月 13 日（金）

・神奈川県医療専門職連合会理事会

4 月 18 日（水）

・その他
JART 第 79 回総会職員
県会員の動向
2－2 各委員会報告
・総務委員会

資料あり

・財務委員会

資料あり

・組織委員会

資料あり

・学術委員会

資料あり

・渉外委員会

資料あり

・編集委員会

資料あり

・広報委員会

資料あり

・厚生委員会

資料あり

・医療被ばく最適化推進委員会

資料あり

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 表彰規程および定時総会時の表彰者
3－3 平成 29 年度事業報告及び決算報告
3－4 公益渉外活動・イベント
3－5 JART 関連セミナー・講習会
3－6 その他
【資料リスト】
① 平成 30 年、4 月理事会資料
② 第 6 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会関連書類
③ 神奈川県放射線技師会 20 年表彰者リスト
④ 503 号室レーザプリンタ購入に関する資料
⑤ 神奈川県医療専門職連合会 設立 20 周年記念誌
⑥ 第 27 回 在宅医療・介護セミナー申込書
【その他報告事項】
※回答が必要な文書
1． 平成 30 年度第 1 回学術委員会の開催について（ご案内）
5/10 迄に返信【神奈川県病院協会】
以上

議題番号
議題 1

報告事項、審議事項
前回理事会議事録の確認について

印南理事より説明

訂正事項なし。
議題 2

報告事項
2-1

会長報告
1) 3月28日（水）創立70周年記念大会組織委員会を開催。
2) 4月10日（火）三役会議および表彰委員会を開催。
3) 4月13日（金）神奈川県放射線技師会 平成29年度会計監査を実施。
審議事項で報告。
4) 4月18日（水）神奈川県医療専門職連合会理事会が開催。
6 月 20 日（水）18 時 30 分から情文ホールにて神奈川県医療専門職連合会
総会が開催されます。19 時から講演会が開催されます。
代議員には神奈川県医療専門職連合会から出欠確認のハガキが届きます。
出席する代議員の方には交通費支給されます。佐藤副会長が取りまとめて
提出しますので、4 月末までに交通費の請求額をお知らせ下さい。
次年度の代議員名簿を提出しました。次年度は上遠野理事、尾川理事に代
わり伊藤理事、富安学術委員を選出しました。その他の代議員は継続とし
ました。広報委員もそのまま継続としました。
5) その他
・JART第79回総会職員
6月2日（土）にJART第79回総会が開催されます。総会職員に前原理事、松
尾理事、印南理事、歌代学術委員を推薦しました。
・会員動向
平成30年3月31日現在 会員1448名 賛助会員37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 P3〜5
・総務委員会開催なし
・4 月 10 日（火）３役会議を開催
・公益インフォメーション提出書類について（資料参照）
公益法人インフォメーションから昨年度事業計画の会計部分で、修正
が必要と連絡があったため、藤原会計事務所青柳先生へ修正依頼をし、
大内会長確認のもと 4 月 4 日（水）に修正版を提出しました。
・会員データベースについて（合算請求関連）
合算請求が始まりましたが、事務局からは特に問題はありませんとの
報告を受けています。
２．財務委員会 伊藤理事より報告 理事会資料 P9〜23
・後ほど審議事項で決算報告について報告させて頂きます。
３．組織委員会 松尾理事より報告 理事会資料 P25
・組織委員会開催なし

結果
承認

議題番号

報告事項、審議事項
・委員交代について
西湘地区

神奈川県立足柄上病院 亀山 佳也 様に交代。

横浜南部地区 済生会横浜市南部病院 松井 竜也 様に交代。
横浜東部地区 神奈川県予防医学協会 村上 和也 様に交代。
鎌倉地区も交代の連絡が入っています。
・地区別マップの更新について
災害時などの利用を目的とし、地区の河川や交通網、高低を立体的に
把握できるような地図を作成しています。地区間の協力や、会員施設
の把握など、5 月 10 日（木）の組織委員会で検討し更新の予定です。
・上前前組織理事講演会のお知らせ
『指導者になる必要な知識』について講
5 月 10 日（木）組織委員会後、
演をして頂きます。
４．学術委員会 引地理事より報告 理事会資料 P27〜30
・学術委員会報告（委員会議事録参照）
・平成 30 年度神奈川県診療放射線技術講習会 について
現在、内容について検討しています。決定次第、理事会にて報告させ
て頂きます。
・その他
仙田委員が任期前ですが、委員を終了しています。
５．渉外委員会 松本理事より報告 理事会資料 P31〜32
・相模原市さくらまつり参加報告（資料参照）
平成 30 年 4 月 7 日（土）～4 月 8 日（日）
ブース来場者 500 名、骨密度測定者 348 名、乳がん検診啓発コーナ
ー

117 名、血管年齢測定 361 名、大盛況の内に終了しました。

・小田原子育て支援フェスタについて
5 月 27 日（日）小田原子育て支援フェスタが開催されます。ご協力を
お願い致します。
骨密度装置のレンタルを検討しています。料金が 43,200 円となります
が、これで進めさせて頂きます。

・その他
以前よりイベント等で配布を検討していたウエットテッィシュが
届きました。
６．編集委員会 上遠野理事より報告 理事会資料 P33〜34
・委員会開催報告
3月27日(月)に 会誌274号編集会議及び平成30・31年度会誌表紙デザ
インについて検討を行いました。
・ No274号(5月号)について
5月号は総会資料同封のため、通常と異なり発行予定日が5月7日(月)
となっていますのでご承知おき下さい。
5月号の目次を掲載しています、ご確認下さい。

結果

議題番号

報告事項、審議事項

結果

・今後の予定について
今後の予定を掲載させて頂きました。これで進めさせて頂きます。
・その他
会誌裏表紙にQRコードを配置しました。ホームページへアクセスをお
願いします。
７．広報委員会 印南理事より報告 理事会資料 P35
・広報委員会開催なし
・503号室レザープリンターについて（審議）
先月末に503号室レーザープリンタが故障したとの報告があり、エラ
ー番号に沿い対処し一度は復帰しましたが、現在も同じエラーが発生
しています。広報委員会にて検討し、新たに購入した方が良いと判断
しました。今回、3機種を提案（別紙資料参照）させて頂きましたの
で、ご意見を頂きたい。
大内会長）必要であると思いますが、みなさんご意見をお願い致します。
松尾理事）組織委員会は501のコピー機を使用しています。
津久井理事）編集委員会にて編集作業に使用していますので、是非購入をお
願いしたい。
大内会長）広報委員会に一任しますので購入で進めて下さい。
８．厚生委員会 前原理事より報告 理事会資料P37
・厚生委員会開催なし
・平成30年度施設調査について
平成30年度施設調査票作成について現在検討中です。断層撮影の部分
をTomo「トモシンセシス」として調査票案を作成しています。完成
後、理事会にて報告させて頂きます。
・平成29年度施設調査について
現在の回収率の速報ですが、発送280件に対し、返信156件、回収率
55.7%となっています。4月26日（木）に集計作業を行う予定です。
９．医療被ばく最適化推進委員会 渡邉理事より報告 別紙資料参照
・委員の公募について
現時点で、6名の方に応募頂いています。また現在、学術委員会に所
属している常世田委員が今年度で委員を終了する予定でしたが、医療
被ばく最適化推進委員会ですと職場的にも継続できると言うことです
ので、当委員会へ転属して頂きました。応募頂いた方々と併せ、ご了
承お願い致します。今後は学術委員会や他の委員会と協力しながら事
業を進め、会に貢献して行きたいと考えていますのでよろしくお願い
致します。
・投稿論文について
来月技術学会誌5月号に原著論文として掲載されます。現在著者校正
を行っています。
・4月21日（土）に委員会を開催予定です。

承認

議題番号

報告事項、審議事項

結果

・ IVR分野の線量調査について（審議）
平成 30 年度事業として行う IVR 分野の線量等調査についてですが、
当初は厚生委員会の施設調査と一緒に行う予定でしたが、施設調査の
時期が遅れる可能性があること、同時に行うと回答率が下がる傾向が
あることなどから、別々に調査を行いたいと考えております。特に論
文化においては回答率が一定水準以上ないと問題が生じる可能性があ
ります。そもそも本活動は 70％以上の施設で線量評価と最適化がなさ
れている状態を目指すことが目標になっていますので、できるだけ回
答率を上げる必要性があります。発送は会員施設および会員不在施設
の計 500 施設へ発送するため 70,000 円ほど掛かります。費用は増加
してしまいますが、別々に調査を行うことをご了承下さい。よろしく
お願い致します。
大内会長）皆さんご意見は無いでしょうか。
田島副会長）メール便等を利用すれば、もう少し費用が抑えられるかも知れま
せん。
渡邉理事）可能な限り、費用を抑える方向で進めさせて頂きます。
大内会長）施設調査と別に行うと言うことで問題ないでしょうか。他にご意見
が無ければ承認とさせて頂きます。

承認

各委員会報告終了
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について
・総会運営委員について 松尾理事 総会資料P25
総会運営委員3名を選出しました。
湘南地区 藤井 康仁 様
平塚地区 庄司 有希 様
西湘地区 亀山 佳也 様
大内会長）総会運営委員は理事会決定となります。以上 3 名、承認でよろしい
でしょうか。
・委任状・封筒、総会資料について 江川理事 別紙資料参照
委任状はがきおよび総会資料同封の封筒が完成しましたのでご確認下さい。
総会資料については、ほぼ完成しております。本日、財務関係書類および監
査書類について理事会承認が取れた後に山王印刷へ校了の連絡させて頂く
予定となっています。
大内会長）総会に関し何かご意見あるでしょうか。
松本理事）総会時の役員の担当はどうなっているでしょうか。
江川理事）総務から各委員会へ総会役員の選出をお願いさせて頂きます。

承認

議題番号
3-2

報告事項、審議事項

結果

表彰規程および定時総会時の表彰者について 大内会長より説明
先月、表彰規程について審議をお願いしましたが、3 役にて検討後、修正し
ない事を決定しました。表彰者に関してですが、例えば対象者が定年で会を
離れるような場合、定年をしてから（1 年後）ではなく、定年する年に表彰
する形をとりたいと考えています。いかがでしょうか。問題ないようなら承
認とさせて頂きたい。

承認

平成 30 年度、神奈川県放射線技師会 20 年表彰者は 20 名となります。別資
料をご確認下さい。また各委員会から表彰の推薦者がいれば 5 月連休中まで
に私の方（大内会長）までにメールで連絡をお願い致します。その後、表彰
委員会で検討し次回理事会で報告させて頂きます。
3-3

継続

平成29年度事業報告及び決算報告および監査報告について
・平成29年度事業報告 大内会長より報告 総会資料P1
・平成29年度決算報告 伊藤理事より報告 総会資料P10〜20
決算報告の後続いて、法人の財務に関する公益認定の基準に係わる書類につ
いて説明。 総会資料 P21～P23
１）収支相償の計算について
公 1 から公 4 までの事業の収支が全てマイナスで行われているため、公益目
的事業全体の収支相償判定は合格です。
２）公益目的事業比率の算定総括表について
公益目的事業比率が 67.1％であり合格です。
３）遊休財産の保有制限の判定について
遊休財産額の保有上限額を超えていないため適合です。
以上、公益の 3 条件は満たしていると藤原会計事務所の青柳先生より報告を
受けています。
大内会長）決算報告に対し、何か質問はありませんか。無いようでしたら事業
報告と決算報告に関して承認でよろしいでしょうか。

承認

・平成29年度監査報告について 千田監事より報告 理事会資料P24
4月13日（金）に平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業報告と計算
書類及びその付属明細書並びに財産目録について監査を行いました。監査の
結果全て問題ないことを報告させて頂きます。
大内会長）承認でよろしいでしょうか。
3-4

公益渉外活動・イベントについて
審議事項なし。

3-5

JART 関連セミナー・講習会について 田島副会長より報告 理事会資料 P27〜30
・平成30年度業務拡大に伴う統一講習会について
5 月 12 日（土）13 日（日）小田原市立病院 看護師宿舎 メゾン白梅 1 階会
議室で開催します。現在 15 名の申込みがあります。今月末の 4 月 28 日が〆
切となりますので、施設でお声掛けお願い致します。
2 回目は横浜市立大学附属病院 にて 6 月 10 日（日）、17 日（日）の 2 週に
渡って開催します。ホームページ等で確認をして頂ければと思います。

承認

議題番号

報告事項、審議事項

結果

・フレッシャーズセミナーについて
8 月 26 日（日）に開催します。会場はまだ未定ですが、決まり次第報告させ
て頂きます。
・平成 30 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会（新潟）
演題の登録は終了しています。参加募集はまだしていますので、参加される
方は事前登録をお願い致します。
・第 34 回日本診療放射線技師学術大会（山口）
演題申込み〆切が 5 月 15 日（火）となっています。今回は申込みの延長は
しないとのことですので、早めの登録をお願い致します。現時点の登録数が
25 演題と聞いていますので、各施設にてご協力の方よろしくお願い致しま
す。
大内会長）2 回目の統一講習会ですが、2 週に渡っても同じ時間での開催でし
ょうか。
田島副会長）プログラム通り同じ開催となります。
津久井理事）小田原で開催予定の統一講習会ですが、申込み〆切に延長はある
でしょうか。
田島副会長）開催 2 週間前〆切が決められています。〆切延長はありませんの
で、事前に申し込みをしてキャンセルして頂ければと思います。
津久井理事）今年度の新人技師の免許の関係で確認させて頂きました。
田島副会長）仮申請で申込みをして頂ければと思います。
3-6

その他 大内会長より
・JART 総会運営委員に関して
平成 30 年 31 年度の JART 総会運営委員を神奈川県から 1 名選出するよう南
関東より連絡がありました。JART の総会運営のための独立委員会で、委員会
が数回開催される予定です。代議委員でも可となっていますが、どなたか立
候補はないでしょうか。
立候補者がいないようですので、こちらで指名させて頂きます。

継続

・神奈川県医療専門職連合会役員について
総会時に当会から書記を 2 名選出します。理事と代議員で 1 名ずつ選出とな
っています。理事は佐藤副会長にお願いしていますが、代議員の方でどなた
かいないでしょうか。
承認

金岩理事が了承。
総評

山﨑監事より
4月13日に千田監事と監査を行いました。公益法人として健全な運営が執行
されていると確認できました。
総会資料作成に関しては異論のないようお願い致します。
医療被ばく最適化推進委員会からの施設調査に関してですが、会員不在施
設も対象にするということですので、施設等に十分に配慮し、流出等には
十分に気をつけて進めて下さい。
以上

