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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
・第 6 回神奈川県放射線技師会定時総会

5 月 25 日（金）

・小田原市子育て支援フェスタ 2018

5 月 27 日（日）

・JART 第 79 回定時総会

6 月 2 日（土）

・拡大四役会

6 月 4 日（月）

・神奈川県医療専門職連合会企画広報委員会

6 月 12 日（火）

・神奈川県医療専門職連合会定時総会及び講習会

6 月 20 日（水）

・その他
平成 29 年度事業報告に係る提出書類
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総括
3－2 平成 30 年度拡大役員会
3－3 JART 関連セミナー・講習会
3－4 選挙管理委員の選出
3－5 その他
【資料リスト】
① 平成 30 年、第 3 回理事会資料
② KART 第 5 次中長期将来計画委員会 委員名簿
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

結果

伊藤理事より説明

3-4 ②平成 30 年度第 1 回業務拡大に伴う統一講習会終了
→②平成 30 年度第 2 回業務拡大に伴う統一講習会 に変更
議題 2

報告事項
2-1

会長報告
1) 5月25日（金）第6回神奈川県放射線技師会定時総会を開催
2) 5月27日（日）小田原市子育て支援フェスタ.2018に参加
参加者多数、今後も活発な活動を持続希望。
3) JART第79回定時総会 引地理事より報告 理事会資料P1
会長挨拶①10年後の診療放射線技師養成教育について②医療放射線の適正
管理に関する検討について③技師法改正について
佐藤副会長が議長として選出され総会議事を執り行った、総会議事①平成29
年度事業報告②平成29年度決算報告
特別講演「平成30年度診療報酬改定の現状と課題」野口雄二先生
第34回学術大会（山口県下関市）の案内
総会議事③平成30年度事業計画案について④平成30年度予算案について⑤
会費等納入規定改正（案）について
平成30・31年度役員選挙、会長・中澤靖夫理事、副会長・佐野幹夫理事、熊
代正行理事が選任、報告された
4） 6月4日（月）拡大四役会
事務員雇用の対応や理事会審議事項の確認を行った
5） 6 月 12 日（火）神奈川県医療専門職連合会企画広報委員会に参加
6） 6 月 20 日（水）神奈川県医療専門職連合会定時総会及び講習会に参加
7）その他
・公益インフォメーションについて 江川理事から報告 理事会資料P12
29年度の事業報告について6月20日（水）青柳先生から提出の報告がありま
した。
・会員動向 理事会資料P14
新入会会員14名、退会会員4名、転出会員2名
平成30年5月30日現在 会員1467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 P3〜13
・総務委員会 6 月 8 日開催
・総務委員会メンバーの紹介
・平成 30 年度の理事会日程における議事録採取人は富安理事が参加となり
変更しています。
・JART 情報システムの登録、6 月 16 日開催治療研究会を 6 月 6 日申請登録
・役員就任挨拶状の送付、6 月 11 日に地区会長、関連施設、都道府県技師
会

承認

議題番号

報告事項、審議事項
・名刺リストの確認
・拡大役員会、8 月 3 日、横浜市技能文化会館 19：00～開催
連絡票未提出の委員会は至急提出
・各委員会の事業日程を事務局で把握したいため、理事会資料に記載をお
願いします。
・役員改選に伴う登記について
定時総会議事録・臨時理事会議事録に押印、新任の富安理事、安部監事
は就任承諾書にも押印、書類作成後申請
（佐藤副会長）議事録押印書類の日時が 5 月 30 日になっていますがよろしいで
すか。
（江川理事）議事録作成日を記載しています。
２．財務委員会 伊藤理事より報告 理事会資料 P15～P21
・会費納入率が高く過年度分累計で 35.7％となっている合算請求の恩恵と
考えられる。
・渉外委員会、予算残高はイベント約 1 回分となっている。
・年度始まりなので負担金支出が多く 70.000 円を支出、会誌印刷代として
703.399 円支出。
・表末尾の数字が揃っていることで残高試算表に不備がないことを確認し
てください。
・会員入会数も好調ですので、引き続きお声掛け宜しくお願いします。
３．組織委員会 金岩理事より報告 理事会資料 P23
・今月、組織委員会開催はありません、次回7月6日（金）開催
地区別マップの更新と学習ツールの検討を行う
４．学術委員会 引地理事より報告 理事会資料 P25〜28
・6月8日学術委員会開催
・新規学術委員の紹介
・実践セミナー8月10日（金）横浜市立大学附属市民総合医療センター
加藤 順二講師で「骨単純撮影」をテーマに開催
・神奈川県病院学会について
（田島副会長）学会テーマ「働き方改革」で副題は付けないことに決定、開催
日は11月12日（月）に決定
５．渉外委員会 金岩理事より報告 理事会資料 P29～P33
・6 月 6 日渉外委員会開催
・新規渉外委員の紹介
・イベント参加報告：小田原市子育て支援フェスティバル、初めてウェッ
トティッシュを 300 個配布、残は 700 個。
・イベント参加予定：川崎市川崎区子育てフェスタ 9 月 8 日 川崎市教育
会館で開催、詳細は川崎市担当者と調整中
・湯河原ファミサポ祭り開催なし

結果

議題番号

報告事項、審議事項

結果

・田名ふるさと祭りは参加見送り
・今後の予定：10 月 ハローよこはま 2018、医専連イベント
11月 小田原 糖尿病週間イベント
【審議事項】
・ウェットティッシュ今年度も購入希望40176円（1000個）
技師会ロゴの色を変え、QRコードの印刷を検討
・渉外委員でのピンクリボンアドバイザーの取得
（大内会長）是非取得していただきたい、初級で取得費用3000円、予算を取る
ようにしてください。
（佐藤副会長）団体割引もあるので大人数での取得を目指したらどうか受験日
は12月8日で決まっている。
（大内会長）サテライトでの取得講習もある、是非前向きにお願いします。
６．編集委員会 津久井理事より報告 理事会資料 P35〜36
・6 月の委員会開催なし、7 月 3 日に編集作業及び委員会開催予定
・巻頭言・コラムの順番が変更になっていますので確認ください。
・276号、原稿締切日：8月24日、発行予定日：9月25日
・275号目次案は資料参照
・新編集委員紹介
７．広報委員会 印南理事より報告 理事会資料 P37
・広報委員会 6 月 27 日開催
HP トップ画面の写真更新を検討
・HP アクセス数と掲載数は資料参照
・関連団体リンク集に神奈川県放射線治療研究会を追加
・役員一覧を更新
（金岩理事）委員会のメーリングリストは作成していただけますか。
（印南理事）すべての委員会の管理が困難、対応数も限られているので、委員
会個別で対応していただきたい。
８．厚生委員会 前原理事より報告 理事会資料P39～40
・6月13日に委員会開催、次回委員会は7月18日予定
・今後の会誌掲載事業の予定表は理事会資料を参照
・平成30年度施設調査票作成について検討7月理事会を経て8月発送、平成
31年1月報告を目指す
・平成29年度会員調査、施設調査は理事会資料参照
・平成30年度ゴルフ大会：10月21日開催。会誌掲載へ
９．医療被ばく最適化推進委員会 前原理事より報告 理事会資料P27～29
・6月22日開催予定
・IVR調査、調査票発送が倫理委員会を通すために遅れ8月以降になる
倫理委員会は9月位に通過する予定、その時の添付資料として対象施設名
のリストと提出する。

承認
承認

議題番号

報告事項、審議事項

結果

（江川理事）CT研究会の2名がメンバーにいます連絡票を提出しなくていいので
しょうか。
（田島副会長）連絡票は提出していただきます。
（田島副会長）CTの時と同じように倫理委員会に案件を提出していいか審議を
お願いします。
（大内会長)問題ないと思います。
１０.中長期将来計画委員会 伊藤理事より報告
・総会後委員の選出にあたり別紙の委員名簿の方をメンバーとして発足し
た、理事、委員、元委員、監事等でバランスのとれた構成になっている
・計画書の作成期限を来年の総会時までと目標を立て、それに沿った1年間
のスケジュールを考えている
・7月だけ26日第4木曜日に行い8月以降は第2木曜日に開催
（大内会長）議事録の提出はした方が良いのか。
（田島副会長）議事録は別として委員会開催報告はしていただく。
（上遠野理事）会長からのこれについて検討してほしい旨の答申はありますか。
（大内会長）現段階では公式にはない
（上遠野理事）前回は検討事項が提示された
（山﨑監事）第4次の達成度を踏まえて公益社団法人としてのこれからのあり方
を委員会で話し合ってもらい、その中で会長として取り上げてほしい案
件を足していく。
（大内会長）その都度思ったことを提案していきたいと考えている、公式的に
文章を以てというやり方ではない。
（伊藤理事）委員会として必要な事項をこれから考えていく
１１.その他
（佐藤副会長）災害対策委員会ですが大内会長から原子力災害だけではなく他
の災害についても活動してほしいとの要望があった、作成した災害マッ
プ等も活用して今年度は始めようと考えている。

承認

議題番号
議題 3

報告事項、審議事項

結果

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総括 江川理事より説明
・議決権のある会員数1458名に対し出席会員数784名でした、毎回同様に委
任状の回収が遅く事務局の方の負担になっている
・20年表彰は2年間参加者が無く残念です、役員が含まれれば積極的に声
を掛けます。
（大内会長）委任状の件では今回まとまりがなかった、方法を変えていくべき
施設のキーマンに早めに依頼してまとめて返送してもらうなどの検討が
必要。
（津久井理事）委任状の提出期限を早くするのは難しいですか、状況の把握が
早くでき対応も早められるのでは。
（伊藤理事）一時期非常に回収率が高かったときは会誌の表紙をめくったペー
ジに委任状を添付していた時です。
（佐藤理事）宛先に会員番号を記載していないので調べているうちに出し忘れ
るなどもあります。
（江川理事）ギリギリでも集められるということは、もっと早めにも集められ
るということなので来年は早めに対応しようと考えています。
（大内会長）総務委員会で検討していただき理事会で回答をお願いします。
・定時総会議事録・臨時理事会議事録に対して承認を求める

3－2

継続
承認

平成30年度拡大役員会 江川理事より説明
・会務マニュアルを7/20（金）に作成します、間に合うように各委員会の
連絡票を不備なく提出して下さい。
（大内会長）可能な限り全員出席してください。

3－3

JART関連セミナー 田島副会長より説明
① 第2回業務拡大に伴う統一講習会：6/10・6/17横浜市大福浦キャンパス
で開催
終了者19名、2週にわたって行う方式は検討したい。
② 第3回業務拡大に伴う統一講習会：10/27・10/28北里大学で開催、8月末
には募集要項が出ると思います。
③ フレッシャーズセミナー：8/26国際親善病院で開催、定員50名早めの応
募をお願いします。
（印南理事）10月の業務拡大に伴う統一講習会はHPの年間計画に掲載してよい
ですか。
（田島副会長）掲載して下さい。

3－4

選挙管理委員の選出 大内会長より説明
・五十嵐委員が退任、大屋委員と曽我部委員だけになる、新しい委員とし
て小田原市立病院の宗像 達也氏を選出

承認

議題番号

報告事項、審議事項

結果

3-5 その他
・保健衛生表彰：今回は横浜市の市長が県知事に対して推薦をする、市（地
区）レベルでの受賞歴などの情報が必要になる為、今後組織委員会等の
協力を得て技師会から推薦を行う。
（田島副会長）県知事賞を受けるのに市の表彰受賞者でなければいけないとい
う条文がある、各地区から推薦している市の表彰受賞者の情報が欲しい。
・会員名簿の配布について
（松本理事）2 年ごとに配布があったと思うが、今年度はあるのか。
（印南理事）必要ということなので作成して各理事に配布させていただきます。
・地区会長が決まっていない地区の進捗状況
相模原は未決定、決定次第名簿に表記

（山﨑監事より総評）
新体制になりました、今後もよろしくお願いいたします。
総会も円滑に進みましたが、委任状につきましては定款などの変更には 2/3
の委任状が必要なので 1000 名近くを集める気持ちでやってください、そうい
うことも含めて技師会に関心を持ってもらいたい。
（安部監事より総評）
会費の納入状況が良いので喜ばしいことです合算請求の効果が出ている、天
候が安定しませんので体調管理に憂慮して会務に励んでください。

以上

