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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
・神奈川県診療放射線技術講習会

11 月 4 日（日）

・拡大四役会

11 月 9 日（金）

・神奈川県病院学会

11 月 12 日（月）

・神奈川県医療専門職連合会理事会

11 月 21 日（水）

・その他
表彰関係
県会員の動向
2-2 業務執行状況報告
３

審議事項
3-1 平成 31 年度事業計画
3-2 平成 31 年度予算案
3-3 平成 31 年度新春情報交歓会
3-4 第 18 回神奈川放射線学術大会
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 年第 8 回理事会資料
２．診療放射線技師の就業状況について―（公社）神奈川県放射線技師会施設調査報告―
３．2018 年 11 月 理事会 その他報告事項
【2018-11 月理事会 その他報告事項】
１．消防立入検査結果報告改善事項の協力のお願い【（株） 商和】
２．第 22 回医療・健康フェスティバル 事業報告書・チラシ【神奈川県保険医協会】
３．第 12 回神奈川糖尿病療養指導士認定機構研修会ご後援の御礼
【神奈川糖尿病療養指導士認定機構】
４．第 14 回がん克服シンポジウムの開催について（ご案内）
【がん克服シンポジウム実行委員会】
５．平成 30 年度 放射線管理講習会の開催報告について【神奈川県放射線管理時部会】
６．平成 30 年度「世界エイズデー」ポスターの送付について（依頼）
【神奈川県健康医療局保健医療部】
７．第 37 回神奈川県病院協会プログラム及び抄録について（送付）
【公社 神奈川県病院協会】
８．多職種連携医療専門職養成プログラム
平成 30 年度 筑波大学・茨城県立医療大学合同公開講座のご案内
【筑波大学 医療科学類 二宮治彦】
９．
「福島原発と富岡町訪問記」贈呈について 【神奈川県放射線友の会】
* 回答が必要な文書
１０．本会との業務委託契約について（お願い）
【公社 日本診療放射線技師会】
１１．業務委託契約書に関する書類の誤りについて（お詫び）
【公社 日本診療放射線技師会】
１２．平成 30 年度「かながわレッドリボン賞」の推薦について（依頼）
【神奈川県エイズ対策推進協議会】
１３．平成 31 年度横浜市病院協会「新年祝賀会」の開催について（ご案内）
【公社 横浜市病院協会】
１４．新年会のご案内【神奈川県保健協会】

議題番号

報告事項、審議事項

議題１

前回理事会議事録の確認について

結果

前回議事録採集者、松本理事より説明
訂正事項
・議題 3-4 “ART” → “JART”に訂正
・議題 3-6 “事務委員”→“事務員”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

・神奈川県診療放射線技術講習会

11 月 4 日（日）

・拡大四役会

11 月 9 日（金）

事業計画、予算案、学術大会等について検討を行った。
・神奈川県病院学会

11 月 12 日（月）

津久井理事、印南理事が写真係、引地理事が座長として参加。
・神奈川県医療専門職連合会理事会

11 月 21 日（水）

会誌を 2 月に発行予定であり、働き方改革について各団体の取り組みをテー
マとした特集があり、当会は佐藤副会長に執筆を依頼している。
・その他
表彰関係
元藤沢市民病院の佐竹孝一様が秋の叙勲（瑞宝双光章）を受章された。
引地利昭理事が神奈川県保健衛生表彰を受賞された。
江川利幸理事が神奈川県公衆衛生協会表彰を受賞された。
県会員の動向：入会会員 9 名、転入会員 2 名、退会会員 3 名
平成 30 年 10 月 31 日現在 会員 1,514 名、賛助会員 37 社
会費免除申請（2 名）

承認

2－2

職務執行状況報告
大内会長より説明
監査での指摘事項に則り、今後各理事は業務執行理事という立場から理事会で
の発言を求めることとする。
１ 総務委員会
江川理事より報告 資料 P5～9
・JART30 年・50 年表彰対象者について
11 月 8 日に JART へ推薦書を送付した。
・理事会議事録の見直しについて
本日の理事会議事録よりレイアウトが変更となる。
印南理事より報告
・会員名簿データベースシステムについて
PC 端末やネットワークシステム等の年間保守契約の必要性につき審議いた
だきたい。
（江川理事）委員会としてはスポット保守が好ましいとの意見であった。
（松本理事）スポット保守により対応し、故障等が頻発した場合に翌年保守に入
ることは可能か。
（印南理事）保守契約が可能か現時点では不明であるが、交渉次第ではないか。
（大内会長）スポット保守で対応する。
２ 財務委員会
伊藤理事より報告

資料 P11～17

・平成 30 年度 10 月分残高試算表（Ｂ）について
正会員入会費：入金 3 万 4 千円 正規入会者 2 名･初年度入会者 7 名
正会員会費：入金 137 万 4 千円
平成 30 年度累計納入率 74.5％
平成 30 年度累計納入者数 1,127 名
（平成 29 年度以前 12 名、平成 30 年度 160 名（内会費免除者 1 名）
）
賛助会員会費：入金 2 万円（1 社）
雑収益：2 万 4,375 円
（気管支模型キット 4 セット販売および神奈川放射線友の会コピー代）
・事業支出について
10 月は各委員会への交通費支払いがあった。
公３）負担金：23 万 3,900 円（中消防署協賛金・神奈川県医療職専門連
絡協議会会費・南部地区お祝い金・医療関連団体協議会）
公４）
、他３）通信運搬費：計 13 万 6,971 円（会誌発送）
※平成 30 年度 10 月分残高試算表（Ｂ）を下記のように訂正する。
他１）旅費交通費 当月分：0 円 → 7,380 円（厚生委員会）
旅費交通費 当月末支出額：2 万 3,706 円 → 3 万 1,086 円
旅費交通費 予算残高：1 万 9,294 円 → 1 万 1,914 円
他３）旅費交通費 当月分：1 万 1,578 円 → 4,198 円（編集委員会）
旅費交通費 当月末支出額：1 万 4,165 円 → 6,785 円

承認

旅費交通費 予算残高：‐4,265 円 → 3,150 円
３ 組織委員会
松尾理事より報告

資料 P23～32

・11 月 2 日（金）に組織委員会を開催
・地区別マップについて
横浜市災害時給水マップについて委員に周知。
湘南地区、相模原地区での災害時の給水等について検討するよう委員に依頼
した。
・台風 24 号による停電の影響について
停電による影響の有無につき調査した。
MRI への影響や UPS 動作完了前に切電されたことによる電子カルテへの影響
等の報告があった。
・1 月組織委員会地域開催について
済生会横浜市東部病院にて開催し、大規模災害訓練の見学を行う。また、鎌
倉地区会長が参加予定である。
・再撮影時の患者さんへの説明について
再撮影について患者さんから説明を求められた場合、どのような説明を行っ
ているか意見交換を行った。
（松尾理事）金岩理事、他に追加報告はあるか。
金岩理事より報告
・私からは特にありません。
松尾理事より報告
・神奈川県地域放射線技師会連絡協議会開催に伴うアンケート実施について
12 地区の地区会長宛に依頼し 8 地区から回答を得た。
集計結果について中間報告と考察（P23、P26～32）
。
１）会員への連絡ツールについては各地区会長と検討していきたい。
２）新しい装置等の情報を聞きたいとの要望があるので、賛助会員に是非参
画いただきたい。
３）新人に必要なスキルアップについて、会誌のバックナンバーを活用した
取り組みを行っていきたい。また、地域放射線連絡協議会から神奈川県
放射線技師会への提案に期待したい。
４）神奈川県医療専門職連絡協議会の活動については認識があるが、横浜市
病院安全管理者会議放射線部会については認識されていなかったので、
2 月に開催する横浜市北部地区の勉強会において広報していきたい。
今後開催を予定している地域放射線連絡協議会にて今回のアンケート結果
を資料として会議に臨みたい。
※神奈川県地域放射線技師会連絡協議会の開催日および開催場所が下記の通
り決定した。＜平成 31 年 2 月 8 日（金）神奈川県放射線技師会事務所＞
４ 学術委員会
引地理事より報告

資料 P33～39

・11 月 4 日（日）に学術委員会を開催

・新委員紹介：川崎市立井田病院 桑原理紗
・第 7 回マンモグラフィポジショニングセミナー実施報告および会計報告。
・平成 30 年度 第 2 回 神奈川県診療放射線技術講習会開催報告。
・神奈川県病院学会参加報告。
（大内会長）富安理事、他に追加報告はあるか。
富安理事より報告
・マンモポジショニングセミナーの開催に際して、伊藤理事及び印南理事にご協
力いいただき、ありがとうございました。
（松尾理事）他県に移動になった方が、神奈川県診療放射線技術講習会に参加し
ている。他県にはこのような勉強会の開催が稀であり、多くのこと
を勉強会等で学べる恵まれた環境が神奈川県にはあるとの言葉をい
ただいた。このような言葉を糧に会務に勤しんでいきたい。
５ 渉外委員会
金岩理事より報告

資料 P41～43

・11 月 13 日（火）に渉外委員会を開催
・イベント参加について
小田原ふれあい健康フェスティバルについて
今年度は見学のみ。11 月 14 日主催者に対し次年度ブース参加に向けた意
思表明を行った。
健康チャレンジかながわについて
クイーンズスクエアにて開催予定であり、今年度は見学のみであるが、次
年度のブース参加に向けてイベント調査を行う。
（金岩理事、松本理事）
・ピンクリボンアドバイザー資格取得試験について
初級試験 12 月 9 日（日）
・乳房触診モデル貸し出しについて
10 月 31 日に宅急便にて発送し、11 月 7 日に先方より返却された。
イベント 1 日あたり￥500 で貸出（今回は 2 日間で￥1,000）
。
11 月 8 日に 請求書を事務局より発送 。
今後は貸出料金等を含め内規の作成を行う予定。
・平成 31 年度 健康イベントブース等への出展協力について（別紙資料あり）
県内でのイベントを探すにあたり、神奈川県国民健康保険団体連合会へのア
プローチを考えている。具体的には 12 月 19 日に開催される保健師専門会議
で「健康イベントブースへの出展協力のお知らせ」を配布したいので、審議
いただきたい。
松本理より報告
・健康イベントブース等への出展協力について、過去に参加した湯河原や平塚で
のイベントは保健師からの紹介でブース出展した経緯があるで、是非前向きに
ご審議いただきたい。
（大内会長）保健師専門会議はどの程度の規模なのか。
（金岩理事）県内 60 地区から参加予定である。多くの地区から出展依頼があっ
た場合には断らなければならないケースも想定される。

（金岩理事）問い合わせ先のメースアドレスは事務局宛にするか、それとも渉外
担当理事個人宛に設定するかどちらが適切か。
（印南理事）渉外委員会用のメーアドレスを作成することも可能である。
（大内会長）出展に関しての出費について検討が必要ではないか。
（田島副会長）費用等に関して予測がつかないので、募集をかけて開催規模や費
用等様子を見てはどうか。また、平成 31 年度と記載し期間を
1 年間に限定して募集してはどうか。
（上遠野理事）技師会のブースとして出展をしたいのか、それとも保健師のブー
スの手伝いをするのか。
（金岩理事）どのような依頼がくるか不明確であるので、依頼がきてから交渉し
検討したい。
（伊藤理事）
「他団体のお手伝いをします」のような文章より、「技師会のブース
出展を希望しますのでご紹介ください」等の文章の方が良いのでは
ないか。
（松尾理事）各レントゲン検査より各放射線検査の方が適切ではないか。
（金岩理事）問合せ先として電話番号は記載するか。
（大内会長）電話番号は記載せず、問い合わせはメールにて行うようにする。
アプローチはとても良いので継続して検討していただきたい。今後
指摘された課題をメールにて配信し、各理事より意見を聴取したう
えで進めていただきたい。
６ 編集委員会
上遠野理事より報告 資料 P45～46
・11 月 2 日に編集委員会を開催（277 号編集作業）
・277 号は 11 月 14 日に校了となり、現在印刷・発刊準備を行っている。
・発行部数について
山王印刷と検討の結果、山王印刷側にも余裕部数があるので会員数を見なが
ら 50 部単位で発注をかける。
・かながわ放射線だより 278 号（1 月号）
巻頭言：田島副会長、コラム：無
理事集合写真を掲載（情報交歓会にて撮影予定）
原稿締切日：12 月 21 日（金）
、発行予定日：1 月 28 日（月）
発行部数：1,600 部（会員数を見ながら決定する。
）
目次案：
「地域だより」の担当は川崎地区と横浜中部地区に変更。
「健康神奈川チャレンジ」の掲載はなし。
７ 広報委員会
印南理事より報告

資料 P47

・11 月は広報委員会の開催なし。
メール会議を実施し共有サーバーについて検討。
・ホームページアクセス数は 6,426views であった。
・ホームページ更新について
総会・理事会議事録更新

承認

県の監査にて指摘された過去 5 年分の予算書および決算書（貸借対照表を
含む）については総会資料もとに作成し掲載した。
バナーの変更を予定している（新春情報交歓会、施設線量調査）。
・共有サーバーについて
各委員会で必要な容量について、調査依頼を行う。メールにて配信するので
協力をお願いしたい。
（上遠野理事）編集委員会ではヤフーメールを使用しているが、データ移行し
なければいけないのか。
（印南理事）今回の趣旨は、データを共有することであり、個人ではなく技師会
として共有したいデータを保存するのが目的であるので、それ以外
のデータに関しては委員会のやりやすい方法で良いのではないか。
（大内会長）新春情報交歓会のバナーについて、招待状を出した方（来賓の方）
の返信はどのようになっているのか。
（印南理事）来賓者には FAX のみで出欠を行っている。
（大内会長）ホームページは今後も多く活用していきたい。
８ 厚生委員会
前原理事より報告

資料 P49～51

・11 月 15 日（木）に厚生委員会を開催。
・平成 30 年度施設調査報告書について（別紙資料あり）
1 月号会誌に調査報告書を掲載予定。
下記の文章を調査報告書後記として掲載する予定である。一読いただきご意
見等お願いしたい。
「認知度が高いわりには取得率が低いという結果に驚かされました。結果を
真摯に受け止め、取得率の向上に取り組んでいきたいと考えています。」
・平成 30 年度ボウリング大会について：3 月 16 日開催予定
会場予約と会誌原稿締め切りの都合により、1 月号掲載のボウリング大会の
お知らせにおいて、
「日程は変更の可能性があるため確定版は HP の案内で確
認ください」の文言を追加。
・平成 30 年度ゴルフ大会報告について（別紙資料あり）
ゴルフ大会の報告書案を作成。内容を確認後、理事会に提出予定。
・平成 31 年度施設調査について
現在、内容やアンケートで使用する文言等について検討中。
・次回委員会は平成 31 年 3 月 7 日（木）開催を予定。
渡邉理事より報告
・業務拡大に伴う統一講習会への参加の取り組みについての調査結果を見ると、
全職員が受講する様に取り組んでいる施設は 19 施設（14.5％）に留まってい
る。JART の取り組みと会員や技師長等の管理者との考えに解離があり、両者
の橋渡しが KART としては重要な取り組みであると考える。JART との意見交換
時に今回のデータを活用していただきたい。また、施設認定取得についても、
認知度は高いが“取得予定なし”の施設が多い。このような調査結果に対し
て、KART として会員に対してどう取り組んでいくのか、JART にどう働きかけ

ていくのかが、今後の大きな課題ではないか。
（大内会長）施設調査に協力してくれた施設は、ある程度技師会の活動を認知し
ている。このような状況下における今回の施設調査結果は真摯に受
け止めたい。
（渡邉理事）回収率は約 50％であり、今回の調査結果は現状を反映しているの
ではないか。
（前原理事）施設調査の元データも提供できるのでご活用いただきたい。
（田島副会長）今回のような施設調査結果は今後も継続して行っていくべきで
はないか。
（前原理事）過去に会員調査にて個人の資格認定取得に関しての調査も行ってい
る。会誌（2018 年 5 月発行 271 号）に掲載しているので参考にし
ていただきたい。
（上遠野理事）
「施設認定取得予定なし」は“取得の意思がない”のか“取得し
たくてもその手段がわからないため”なのか。例えば、医療被ばく
認定施設取得のための講習会や広報があって良いのではないか。
（大内会長）講習会や広報は JART で既に行っている。
（上遠野理事）神奈川県で行ってはどうか。
（渡邉理事）JART では積極的に講習会の広報を行っている。また、日本放射線
公衆安全学会でも講習会等を行っている。
（大内会長）今後、神奈川県診療放射線技術講習会や学術委員会のセミナー等で
の認定施設取得のための講習会等の開催について検討しても良いの
ではないか。
９ 医療被ばく最適化推進委員会
渡邉理事より報告

資料 P53

・11 月 24 日（土）に委員会開催予定。
・IVR 調査について
本年 10 月に送付した調査票の回収状況を確認中。
・一般撮影分野の参考撮影条件の提案
関幹事を中心に結果と考察を執筆し論文作成中。JART 会誌に投稿予定。
・2019 年度の事業計画について
先月報告から変更なし。
・一般撮影調査の設問結果の論文投稿
報告書作成中。
・CT 調査結果の論文化
解析結果をメールで検討し論文の方向性を模索中。
副会長報告
佐藤副会長より報告
・私からは特にありません。
田島副会長より報告
・私からは特にありません。

議題 3

審議事項

3－1

平成 31 年度事業計画
大内会長より説明
・前回理事会にて提示した平成 31 年度事業計画案について、再度各委員会にて
確認し、訂正等あればメールにて大内会長まで報告。
・第 18 回神奈川放射線学術大会のテーマは 12 月の拡大四役員会にて決定する。
来月の理事会にて承認を得たい。

3－2

継続

平成 31 年度予算案
伊藤理事より説明
・前回理事会にて提示した予算案に編集委員会の「啓蒙活動リーフレット」お
よび厚生委員会の「会員調査事業費」を盛り込んだ予算書を作成し、青柳先
生に審査を依頼した。その結果、公益事業はすべてマイナス事業であり、公
益事業比率は 59％でクリアとなったが、遊休財産の保有限度額が 2,196,372
円の差額となり不適合となったため、再度調整が必要となった。また、今年
度の決算予測をし、公益審査をしていただいたが、遊休財産が保有限度を上
回る結果となったため、積立金の金額を再度調整が必要となった。再度青柳
先生にご指導いただき、遊休財産に関して訂正した予算書を次回理事会にて
報告させていだきたい。
（大内会長）四役にて検討し、来月の理事会にて報告させていただく。

3－3

平成 31 年度新春情報交歓会
江川理事より説明 資料 P6～7
・見積と会場レイアウトについて。
・叙勲受章者および神奈川県表彰者へ案内書を送付。
・20 年表彰者、新人会員、関連団体、各研究会、関連施設長、賛助への案内書
については近日中に送付予定。
・当日スタッフ人数等の検討
会場担当と写真係として 3 名ご協力いただきたい。
（金岩理事）渉外委員会から 2 名（坪井委員、白坂委員）参加協力させていた
だきたい。
（渡邉理事）1 名は参加協力できるよう委員会にてアナウンスをする。
（大内会長）スタッフが決まらないようであれば来月の理事会にて再度検討し
ます。
（印南理事）ホームページのバナーより、各理事も参加登録をお願いしたい。
不具合等が無いかテスト入力も兼ねて登録いただきたい。
（松尾理事）参加者登録人数の案内をしていただきたい。各地区等への参加を
促す案内がしやすいので。
（印南理事）12 月 14 日が締め切りとなっているので、締め切り時点での参加登
録者数を理事会メールにて配信する。参加人数には上限がないの
で、多くの方に参加いただきたい。

3－4

第 18 回神奈川放射線学術大会
大内会長より説明

継続

・実行委員長に江川理事、副実行委員長に引地理事を提案。

承認

・今後は江川理事を中心に実行委員会を立ち上げ、2020 年 1 月あるいは 2 月の
開催を目指して進めていく。
・一般演題を含めた 1 日開催を予定し、横浜市の後援依頼の準備を進めていく。
（上遠野理事）会場の候補はあるのか。
（大内会長）会場に関しても実行委員会にて決めていく。
3－5

JART 関連セミナー・講習会
田島副会長より報告 資料 P33
・平成 30 年度 第３回 業務拡大に伴う統一講習会開催報告
開催日：平成 30 年 10 月 27 日（土）／28 日（日）
会場：北里大学病院 本館 3 階臨床講義室
修了者：27 名
・平成 30 年度 第４回 業務拡大に伴う統一講習会開催案内
開催日：平成 30 年 12 月 1 日（土）／2 日（日）
会場：横浜市立大学附属病院 10 階臨床講堂
申込者：31 名
・診療放射線技師基礎技術講習「一般撮影」開催案内
開催日：平成 3１年 1 月 27 日（日）
会場：相模原協同病院 2 階会議室
申込者：7 名（11 月 23 日現在 ※申込者が 20 名以下の場合は開催不可。
）
・来年度の JART 関連事業としては、
「新人放射線技師のためのフレッシャー
ズセミナー」と「業務拡大に伴う統一講習会（開催回数 5 回）」の開催を予定
している。
（佐藤副会長）来年度の「診療放射線技師基礎技術講習」を第 18 回神奈川放射
線学術大会内で開催するのはどうか。
（田島副会長）JART の事業であり開催は不可である。

3－6

その他
・事務所の表札および 501 室の暗証番号について 江川理事より報告
現在レイアウト等ついて総務で検討している。
暗証番号変更については、日程を調整している。
変更の際は関係各位に連絡する。
・第 5 次中長期将来計画委員会について

引地理事より報告

今年度 4 回委員会を開催している。答申の基本姿勢とし、定款に掲げる目
的とその事業がより公益性を高めるものとなるよう内容を検討している。
現在は具体的な事業展開として答申するため、大項目ごと分類し各委員か
ら意見等をもとにたたき台を作成中である。
以上

