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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
・拡大四役会

12 月 11 日（火）

・第 17 回放射線災害時のスクリーニング講習会

12 月 15 日（土）

・第 7 回一般撮影ポジショニング実践セミナー

12 月 18 日（火）

・神奈川県医療専門職連合会広報委員会

12 月 19 日（水）

・その他
県会員の動向
2-2 業務執行状況報告
・各委員会報告
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 度新春情報交換会
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 2019,20 年度 JART 代議員候補
3-7 その他

【資料リスト】
１．平成 30 年第 9 回理事会資料
２．第 18 回神奈川放射線学術大会 大会テーマ
３．2018 年 12 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． 平成 30 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会のお礼
【平成 30 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会】
２． 第 21 回循環器セミナー ご後援の御礼 【神奈川県保健医療協会】
３． 平成 31 年度調査研究助成金交付対象研究募集について 【神奈川県公衆衛生協会】
４． 「平成 31 年中区消防出初式」のポスター掲出について（依頼） 【中区消防署長】
５． 超音波スクリーニング研修後援会 2018 五反田開催 御礼
【特定非営利活動法人 超音波スクリーニングネットワーク】
６． 第 64 回神奈川県公衆衛生学会 協賛広告のお礼・学会誌送付
【神奈川県公衆衛生協会】
７． 平成 31 年中区消防出初式 【平成 31 年区消防出初式実行委員会】
８． 「診療放射線技師のための医療安全ガイドブック」の在校生（卒業生）へ配布なら
びにご説明について（お願い） 【公社 日本診療放射線技師会】
* 回答が必要な文書
９． 新春のつどい 【公社 神奈川県看護協会】
１０．賀詞交歓会の開催ご案内 【一社 神奈川県臨床検査技師会】
１１．創立 70 周年記念式典および祝賀会のご案内 【一社 千葉県診療放射線技師会】
１２．多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会後援のお願い
【神奈川県臨床検査技師会】
１３．第 35 回 糖尿病セミナーご後援およびチラシ配布のお願い【神奈川県保険医協会】
１４．新年賀詞交換会のご案内 【公社 神奈川県栄養士会】

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、引地理事より説明
訂正事項
・議題 2-2 職務執行状況報告 ５ 渉外委員会
“松本理より報告”→“松本理事より報告”
・議題 3-3“平成 31 年度新春情報交歓会”→“平成 31 年度新春情報交換会”
・議題 3-6“その他”→“その他”
・議事録・報告書 1 ページ目右最上段の記載日について
“平成 30 年 11 月 22 日”→“平成 30 年 12 月 21 日”理事会開催日へ
・議事録・報告書最終ページ
会長・監事 印の上段に“平成 30 年 12 月 21 日”理事会開催日を追記
承認

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
・拡大四役会

12 月 11 日（火）

学術大会、予算案について検討を行った。
・第 17 回放射線災害時のスクリーニング講習会

12 月 15 日（土）

横須賀において原子力災害特別派遣チーム主催で行われ、佐藤副会長が参
加。タイベックススーツを受講者が着用しサーベイ等実践セミナー形式で行
った。今回は、参加者は横須賀近辺のみであったが、今後は神奈川中央あた
りでの開催等の検討を原子力災害特別派遣チームで行っていくと思います。
・第 7 回一般撮影ポジショニング実践セミナー

12 月 18 日（火）

・神奈川県医療専門職連合会広報委員会

12 月 19 日（水）

大内会長・引地理事（広報委員）で参加。来年度総会の内容について話し合
いが行われた。来年 2 月後半に会誌が発行される予定で、神奈川県放射線技
師会に 1550 部配布で、かながわ放射線だよりと一緒に送付する。編集委員
会は把握しておいてください。
・その他
県会員の動向：入会会員 4 名、転入会員 2 名、転出会員 1 名、退会会員 2 名
平成 30 年 11 月 30 日現在 会員 1,517 名、賛助会員 37 社
会費免除申請（2 名）
（津久井理事）神奈川県医療専門職連合会の会誌発行について。2 月に会誌発行
ということで 3 月のかながわ放射線だよりに同封ということでよ
いか。
（大内会長）それで大丈夫です。

承認

2－2

業務執行状況報告
１ 総務委員会
江川理事より報告 資料 P1
・12 月は総務委員会の開催はなし。
・会費免除申請者について
11 月理事会にて申請承認済であるが、1 名本年度の会費が未納入であると事
務局からの連絡あり。
２ 財務委員会
伊藤理事より報告

資料 P3～9

・平成 30 年度 11 月分残高試算表（Ｂ）について
正会員入会費：入金 3 万 2 千円（正規入会者 3 名･初年度入会者 1 名）
正会員会費：入金 27 万 2 千円
（平成 29 年度以前 5 名、平成 30 年度 29 名

計 34 名分）

平成 30 年度累計納入率 76.2％
平成 30 年度累計納入者数 1,156 名
賛助会員会費：入金 2 万円（1 口 1 社）
事業収益：7 万 5 千円（ゴルフ大会会費）
雑収益：2,476 円（放友会メール便代および乳房ファントム貸出料）
・事業支出について
公 2）6 万 1 千円（神奈川県診療放射線技術講習会 講師謝金等 2 回分）
他 1）7 万 7,597 円（慶弔金：佐藤良久様およびゴルフ大会費用）
管理費）特に大きな支出はありません。
・残り 4 か月となりましたので、残っている事業を確実に遂行してくようにお願
いします。
（松本理事）会費納入状況の 76.2%は例年通りですか。
（伊藤理事）例年通りです。
（大内会長）合算請求になったため、ボーナス後の入金の影響が少し遅れてくる
かもしれません。去年とは少し違うかもしれません。
３ 組織委員会
松尾理事より報告

資料 P11

・12 月は組織委員会の開催はなし。
・かながわ放射線だよりについて
1 月号：川崎地区・横浜中部地区
3 月号：横浜北部地区・横浜東部地区・相模原地区掲載予定
・１月組織委員会は済生会横浜市東部病院にて大規模災害訓練見学。
（松尾理事）金岩理事、追加報告はありますか。
金岩理事より報告
・特にありません。
４ 神奈川県地域放射線技師会連絡協議会

松尾理事より報告

資料 P12

・会議開催について
2 月 8 日に KART 会議室にて開催。
開催案内を各会長に送付予定。
アンケート集計結果報告、今後の運用等について。
５ 学術委員会
引地理事より報告

資料 P13～15

・12 月 14 日に学術委員会を開催。
・かながわ放射線だより掲載原稿について
来週には入稿できると思います。
・第 7 回一般撮影ポジショニング実践セミナー開催報告
12 月 18 日（火）に開催。開催報告・会計報告については次回の理事会で提
出します。参加人数は 54 名（会員 28 名・非会員 26 名）。大内会長にも参加
いただきありがとうございました。
・セミナー開催予定について
第 8 回一般撮影ポジショニング実践セミナー：平成 31 年 3 月 4 日（月）
第 8 回マンモグラフィポジショニング実践セミナー
：平成 31 年 3 月 17 日（日）
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、前回のセミナーにて協力してい
ただいた、鬼頭総務委員・鈴木総務委員に再度協力をお願いしたいのですが如何
でしょうか。
（江川理事）委員会に対してですか、個別委員に対しての依頼ですか。
（引地理事）鬼頭委員に関しては、長年このセミナーに携わっていただいている
のでお願いしたい。セミナーとしては、女性のスタッフが必要とな
ります。
（江川理事）総務委員会にスタッフ手伝いの依頼となると、総務委員の中の誰を
出すかは指定できない。もし、特定の委員でということであれば、
個別に対応して依頼を行ってください。
（印南理事）実践セミナー開催案内の日程に関してですが、資料 13 ページでは
3 月 4 日になっていますが、15 ページでは 2 月 20 日になっていま
す。
（引地理事）委員会開催時には未確定であったため、予定として記載していまし
た。再度確認します。会場はすでに予約をしているのでその日程で
開催します。
（大内理事）広報は来年になってからですか。
（引地理事）マンモグラフィポジショニング実践セミナーに関しては、2 月頭よ
り募集を開始しようと思っています。
６ 渉外委員会
金岩理事より報告

資料 P17～18

・12 月は渉外委員会の開催はなし。
・健康チャレンジかながわのイベント見学について
12 月 1 日にイベント見学。主催はかながわ健康財団で、盛況に行われてい
ました。市民参加型・体験型のブース・ステージがほとんどで、グッズを配
布するだけというブースはありませんでした。
先方の事務局の方と話ができたので、次年度の参加を希望する旨を伝えまし
た。参加型のブースでとの依頼があり、サーベイ体験・レントゲンクイズ等
での参加を検討しようと思います。
・相模原若葉まつりについて
12 月 5 日にイベント参加申込みを相模原市に行いました。
・ピンクリボンアドバイザー認定資格について
12 月 9 日に 9 名受験。来年 2 月に合格発表。
次年度も団体申込みを考えています。
・神奈川県国民健康保険団体連合会への健康イベント参加の打診について
12 月 19 日にお知らせを配布しました。80 枚置いておいたところ 55 枚なく
なったとのことです。何か反応があればよいと思います。
松本理事より報告
・健康チャレンジかながわについて
参加してきました。過去の資料を確認すると、出展ブース数が半減している
ことに気付きました。金岩理事が報告した通りメーカーがグッズだけ配布す
るというものが一切なくなっているのではないかと感じました。
・相模原若葉まつりについて
12 月 5 日に相模原市商工会議所に申込みを行いました。
理学療法士会では何を行うかを簡単に話したところ、骨密度測定に合わせて
健康体操を行うということで話を進めてくれています。
７ 編集委員会
津久井理事より報告

資料 P19～20

・12 月は編集委員会の開催はなし。
・次回編集委員会は 1 月 7 日に開催し、278 号の編集作業予定。
・新春情報交換会終了後に、理事・事務員の集合写真を撮影しますので、ご協力
をお願いします。
・かながわ放射線だより 278 号（1 月号）について
巻頭言：田島副会長
コラム：理事・事務員の集合写真となるため無し
ディレクター：木本委員
発行部数：1600 部
目次案：
「健康神奈川チャレンジ渉外活動報告」の掲載なし
「平成 30 年度施設調査報告書」厚生委員会を追加掲載
社会貢献：佐竹孝一様より入稿あり。
・かながわ放射線だより 278 号（1 月号）の発行予定日について
発行予定日は 1 月 28 日となっていますが、新春情報交換会が 1 月 18 日に開

催され、その時に集合写真を撮影し山王印刷に画像を送った場合、1 月 21
日月曜日からの作業開始となってしまいます。
山王印刷と調整を行いましたが、印刷・製本・発送作業には中 8 営業日が必
要ということです。急いで作業を行ったとしても 1 月 28 日発行は難しい状
況のため、30 日もしくは 31 日に発行日変更の審議・承認をしていただきた
い。
（大内会長）それは、仕方がないので発行日変更で良いのではないか。
（津久井理事）余裕をもって 31 日発行とさせていただきます。
（松尾理事）1 点提案があります。
会誌送付先に会員が在籍していないということがないかを把握して
みてはどうか。企業で同様のことを把握するような案内用紙があり
ました。そのような方法で把握を行ってみてはどうかということを
提案します。
（印南理事）会員情報に関しては、本人に依頼して登録修正をお願いするしかあ
りません。その運用を変更するかどうかは別問題ですが、現在の運
用としては、ご本人に申請を行ってもらわない限り修正することは
できません。日本診療放射線技師会に変更届が提出されれば神奈川
県放射線技師会も修正されます。
（松尾理事）会員が在籍せず、会誌のみ発送されている現場がないかを確認する
意味で有効ではないかと思い、提案させていただきました。
（津久井理事）施設ごとに行っていくといことですか。
（松尾理事）そのようになると思います。気づいたところで教えていただくとい
う形です。
（江川理事）施設に協力していただかないといけないということですよね。
施設長から連絡をもらうということですか。
（松尾理事）会員に報告していただきます。
（田島副会長）会誌の 1 ページに入れるという形ですか。
（松尾理事）封筒の中にチラシを一枚入れるという形です。
（大内会長）施設調査の時であればよいが、普通の会誌の中に入れるのは難し
い。
（田島副会長）会誌の中の 1 ページに入れても良いのではないか。気が付いた人
に連絡をもらえればよいのではないか。
（松尾理事）神奈川県放射技師会は名簿を持っていないので、確認したいという
理解をしていただけたらと思いました。
（上遠野理事）年度最初の号に勤務先・住所変更があった場合の方法を記したお
知らせのページを挿入するという形で良いですか。
（田島理事）気が付いた人が連絡をくれれば良いのではないか。
（大内会長）編集委員会でお願いします。
（印南理事）ホームページでも職場変更に伴う届出の掲載を以前にも行ったこと
があります。4・5 月には掲載できると思います。それを所属長が

承認

行うというのはどうなのでしょうか。それは今後の検討でしょう
か。
（田島副会長）それは、誰でもよいのではないか。会員で在籍していなことを教
えてくれれば良いのではないか。
（松尾理事）それでよいと思います。
（津久井理事）会誌へ同封しての送付については別問題ですか。
（田島副会長）それは別問題だと思います。
送付先施設に所属していないということがわかればよいのではな
いかと思います。会誌を送付するかしないかは別問題ではないか
と思います。
（松尾理事）そのことに関しては、その後対応を進めていければよいかと思いま
す。
（田島副会長）会費を納入している限りは、会誌送付はしなければいけません。
（松尾理事）企業の案内用紙を見て、良い考えではないかと思ったため、提案さ
せていただきます。
上遠野理事より報告
・社会貢献項目について
社会貢献の原稿依頼を改めて出させていただきたいと思います。1 人半ペー
ジで 2 人で 1 ページとなるように作成したいと思います。3 月号での掲載を
宜しくお願いします。
・かながわ放射線だより 280 号（5 月号）について
総会資料を封入するため 5 月初旬に発行となります。原稿締め切りは、予定
としては 3 月 22 日（金）理事会の開催日となります。
来年は 10 連休となってしまうため、5 月連休明けを発行日とすると、かな
り前に最終校了日となります。校了・印刷を終了し発送準備までを済ませて
連休を迎えなければならないため、原稿締め切りからの予定がタイトかと思
います。
山王印刷と相談しスケジュールを出して改めて報告しますのでご協力をお願
いします。
（大内会長）総会資料もあわせて 5 月 7 日には発行したい。
（上遠野理事）連休開始前までに発送まで終わっていなければならない。
（江川理事）総会は 5 月 24 日に開催ですか。
（大内会長）そうです。
（松本理事）委任状は何日までに発送すればよいのですか。
（大内会長）7 日に発行できれば総会開催日まで 2 週間空けることができるので
大丈夫です。
８ 広報委員会
印南理事より報告

資料 P21～24

・12 月 6 日に広報委員会を開催。
・ホームページアクセス数は 6,594views

・ホームページ更新について
今回、施設線量調査のバナーを更新し掲載しました。View 数は、更新前
39views 更新後 87views となりましたが、申込みは増えましたか。
（前原理事）あまり増えていません。
・共有サーバーについて
業者について：
各業者間で価格・操作性等を検討した結果、 GoogleDrive での運用を委
員会で決定。
契約内容について：
先月、各理事にサーバー容量を確認し各委員会と事務局で合計 60G となっ
た。少し余裕をもって 100G で契約することも委員会で決定。
検討事項について：
今後広報委員会で運用マニュアル等を作成していきたい。
サーバーのイメージについて：
神奈川県放射線技師会で GoogleDrive にて 1 契約し、各委員会ごとにフ
ォルダを作成。そのフォルダ内に委員がアクセスできる共有アカウント
と、理事・幹事までは個人アカウントを使用しアクセスできるように検討
しています。アカウントによる履歴を取っておく必要があると考え、この
ような形で検討し進めていきたいと考えています。
（伊藤理事）費用は。
（印南理事）100G で月 1300 円です。初期費用もかかりません。
（津久井理事）運用開始日は。
（印南理事）運用開始日は、年度内にそれぞれの方針・運用マニュアル作成完了
を目指しています。
（津久井理事）来年度初頭から使えるように整備していきたいと思います。
（大内理事）将来的には紙をなくしていきたいと思っています。この機能を有効
に利用し、理事会資料の紙をなくすまでやっていきたいと思ってい
ます。
９ 厚生委員会
前原理事より報告

資料 P25～26

・12 月は厚生委員会の開催はなし。
・かながわ放射線だより 1 月号への掲載について
平成 30 年度施設調査報告・平成 30 年度ボウリング大会のお知らせ・平成
30 年度神奈川ジ・オープン報告の掲載をお願いします。ボウリング大会の
お知らせについては日程変更の可能性あることを記載の上、掲載をお願いし
ます。
１０ 医療被ばく最適化推進委員会
前原理事より報告

資料 P27

・IVR 調査について
11 月 24 日時点で 30 施設より回答ありました。内容については、現在確認
し集計中です。

・参照用の議事録は、別資料として配布。
・2019 年度事業計画について
一般撮影の防護の最適化の啓発は、資料を施設に送付するのではなく、かな
がわ放射線だよりで行うことにしています。啓発については、胸部・腹部・
小児胸部・参考撮影条件の 4 つの原稿を作成し、１部について１号分を使用
し会誌に掲載を行っていくことで相談させていただければと思います。
まだ原稿が整っていないので、後半の 9 月・11 月・1 月・3 月の 4 号分で掲
載していただければと思っていますので、改めて相談をさせてください。ペ
ージ数は 4 ページ程度でと話を行っています。
・2 月の神奈川県放射線技術講習会での時間配分の検討を行った。
・新春情報交換会について
佐川委員にお手伝いをお願いしています。
渡邉理事より書面にて報告（前原理事より報告）
・12 月 23 日（日）に DRLs のワーキンググループの会議が開催される予定で、
核医学の調査を実施予定。
（大内会長）田島副会長から追加で何かありますか。
田島副会長より報告
・特にありません。
（大内会長）業務執行状況報告について全体で何かありますか。
（上遠野理事）ボウリング大会の件ですが、3 月 16 日開催予定となると会場は 2
か月前に予約となりますよね。そうであれば、新春賀詞情報交換
会の時には予約がとれているかどうかはわかりますか。
（前原理事）その時点でわかる予定です。
（上遠野理事）発行日が後ろにずれているので、その時にわかれば会誌原稿が修
正できると思います。
（前原理事）担当の松井委員に出来るだけ早くわかるように連絡しておきます。
編集委員の担当者と同じ施設なので、連携を取るように話をしてお
きます。
修正は“＊”の部分を全て省く形で大丈夫かと思います。
（上遠野理事）連絡を取り合いながら行うようにお願いします。
（津久井理事）ホームページについてもそれで対応するということで良いです
ね。
（前原理事）ホームページは日程が確定してから掲載となります。
議題 3

審議事項

3－1

平成 31 年度事業計画案
大内会長より説明
・第 18 回神奈川県放射線学術大会のテーマが決まれば完成となります。1 月の
理事会で平成 31 年度予算案と同時に完成した資料を提出し、最終承認を得た

いと思います。
3－2

平成 31 年度予算案
伊藤理事より説明
・前回の理事会で報告した平成 31 年度予算案の審査の結果について
前回の理事会にて平成 31 年度予算案を青柳先生に審査していただいた結果
を報告しました。平成 30 年度も遊休財産の保有額が不適合になってしまう
ということ。それに引っ張られ、平成 31 年度も同様に 100 万円を特定資産
に積み立てを行いましたが不適合となってしまうという件に関しては間違い
がありました。
今年度、放射線医療学術向上基金積立 60 万・80 周年事業積立 20 万・放射
線従事者教育支援基金積立（神奈川県放射線技術講習会）20 万円の合計 100
万円を積み立て、放射線従事者教育支援基金積立（神奈川県放射線技術講習
会）の 20 万円取り崩すという予算で平成 30 年度予算案を出していました。
その部分に手違いがあり、放射線従事者教育支援基金積立金が 13 万円しか
数字入力されていませんでした。修正し再度審査を行っていただいたところ
予算通りに積み立てると適合となりました。それによって、平成 31 年度も
作成した予算案で計算するとそのまま適合となりました。遊休財産の点につ
いてはクリアとなりました。
・平成 30 年度予算における遊休財産保有限度額について
本年度に関しては遊休財産の保有限度額との誤差が 7 万円ほどしかありませ
ん。そのため、今後の事業執行状況によって、事務用品費等によっては不適
合となる可能性があるため、特定資産の積立額の調整を青柳先生と相談して
います。
・予算としては、本年度も来年度も計画通りに行えば大丈夫です。
・70 周年記念学術大会が終了し、70 周年事業積立の通帳残高が 0 円となりまし
た。今後の積立額を県に届出を行うための別表 C－5（特定費用準備資金）を
今から作成していきます。遊休財産保有限度額が不適合とならないような積立
計画を青柳先生と作成しています。
・平成 31 年度予算案の提出について
1 月もしくは 2 月の理事会に提出したいと思います。先の積み立て計画をし
っかり行い、80 周年まで不適合とならないような調整を現在行っていま
す。平成 30,31 年度予算案で大丈夫であることのみ今回は報告させていただ
きます。積立額については、会長・副会長と相談しながら行っていきます。
委員会に一任いただければと思います。
（大内会長）1 月の理事会で資料は提出します。2 月になってしまうかもしれま
せんが。都度、四役で確認しながら行っています。

3－3

平成 31 年度新春情報交換会
印南理事より説明 資料 P1
・12 月 20 日時点での出席人数について
来賓：20 名
20 年表彰：2 名

新入会委員：18 名
賛助会員：21 社（48 名）
会員：40 名

合計 128 名

現在もホームページでは、参加登録受付中のため確定ではありません。
しおり等は総務委員会で年明けに作成していきたいと考えています。
（大内会長）新春賀詞交換会前に理事会開催がありませんが、他に何かありませ
んか。
（松尾理事）病院出張のために欠席となります。組織委員と神奈川県地域放射線
技師会連絡協議会の各ブロック会長の紹介があるようでしたら佐藤
副会長にお願いしています。
（印南理事）各ブロック会長紹介の予定はしています。
（松尾理事）佐藤副会長にお願いをしてあります。
（大内会長）式次第に沿った人の動きに関しては、今回、様々な委員会から人が
集まるので、マニュアル等を理事会メールで発信してください。
（江川理事）理事メールで発信したいと思います。指摘等あれば連絡をくださ
い。できるだけ早くたたき台を作成し発信したいと思います。
（大内会長）総務委員会で一度集まる予定はありますか。
（印南理事）年明けに集まる予定です。
（津久井理事）最終的な申込み締め切りはいつですか。
（印南理事）申込み締め切りとしては前日までです。当日来ていただいても大丈
夫です。1 月 8 日までに申込みしていただいた方はしおりの掲載を
行いたいと思います。それ以降に関しては、しおりへの掲載はあり
ません。来賓・賛助会員に関しては事務局のほうから連絡をお願い
し、年内に返事をということをお伝えしています。
3－4

第 18 回神奈川放射線学術大会
江川理事より説明
・大会テーマに関して（別資料）
準備委員会にて検討を行い作成したサブテーマの候補を記載しています。そ
の中からサブテーマを決定したいと思っています。
（大内会長）できれば今日決めたいですが、決まらなくても一任していただけれ
ばと思います。何か意見ありますか。
（江川理事）前回のサブテーマは、
“信頼と技術”でした。
（松尾理事）演題登録を行う際に行いやすいものが良いのではないか。
（江川理事）第 17 回ほど大きな大会ではないが、出来ればシンポジウム・市民
公開講演を行いたいと思っているので、シンポジウム・市民公開講
演につなげられるようなもの企画しやすいものにしていただければ
よいと思います。
（伊藤理事）公開講演の講師等が未決定のため、それを考えて幅の広いテーマが
良いのではないか。
（江川理事）資料に記載したもの以外の新しいものでもかまいません。
（上遠野理事） 来年は元号が変わるので、新時代というのがタイムリー。

（安部監事）来年は元号が変わるので元号を見てからでも良いのではないか。
2020 年開催ですよね。オリンピックなど来年は色々な動きが出て
くるような時だと思います。今決めてしまうと少しずれてしまうテ
ーマとなってしまうのが怖い。サブテーマは、早急に決めなければ
いけないのか。
（江川理事）会場予約や神奈川県への依頼等があるため、早めに決めたいと思い
ます。
（松尾理事）メインテーマにつなぐという言葉があるので、継続という言葉を入
れると幅が広がるのではないか。
（江川理事）メールにて色々意見をいただいて、まとめたうえで決定したいと思
いますが、会長それでよいですか。
（大内会長）今日は決まりません。一任していただければ実行委員会で決定し、
来月の理事会で承認を得たいと思います。
3－5

JART 関連セミナー・講習会
田島副会長より報告 資料 P13
・平成 30 年度 第４回 業務拡大に伴う統一講習会 開催報告
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
修了者：30 名
少しずつ受講者が増えているような気がします。
・平成 30 年度 第 5 回 業務拡大に伴う統一講習会 開催予定
開催日：平成 31 年 2 月 23 日（土）／24 日（日）
会場： 東海大学伊勢原キャンパス
資料には付属病院と記載がありますが、伊勢原キャンパスにて開催すること
に決定します。申込み開始は 1 月入ってからだと思います。
・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：18 名（12 月 21 日現在 ※申込者が 20 名以下の場合は開催不可。）
3－6

2019,20 年度 JART 代議員候補
大内会長より説明
・代議員候補の提案について
神奈川県の JART 代議員定数は 9 名となります。先日の四役会で話し合いを
行い、代議員候補の提案をさせていただきます。大内会長・佐藤副会長・田
島副会長・江川理事・伊藤理事・印南理事・富安理事・前原理事・松尾理
事。補欠として引地理事。毎回地区の会長を 1 名出していましたが、今回は
まとめ役として松尾理事にお願いしたいと思います。意見がなければ、立候
補していただきたいと思います。
・立候補届の書類について
立候補届の書類提出があります。前回はまとめて事務局から送ったと思いま
す。締め切りは 1 月末となりますので、書類等を総務で確認してください。

1 月の理事会時に神奈川県放射線技師会に提出してください。3 月中に都道
府県単位で選挙が行われます。日本診療放射線技師会誌に記載がありますの
で確認してください。選挙の日程に関しては総務と相談していきます。
3－7

その他
・回答が必要な文書について
新春のつどい【公社 神奈川県看護協会】
：大内会長参加
賀詞交歓会の開催ご案内【一社 神奈川県臨床検査技師会】
：佐藤副会長参加
創立 70 周年記念式典および祝賀会のご案内
【一社 千葉県診療放射線技師会】
：大内会長参加
多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会後援のお願い
【神奈川県臨床検査技師会】：後援します
第 35 回 糖尿病セミナーご後援およびチラシ配布のお願い
【神奈川県保険医協会】：20 部配布
新年賀詞交換会のご案内【公社 神奈川県栄養士会】：江川理事参加
・事務所のセキュリティー番号の変更について
（伊藤理事）番号変更の予定はいつごろ予定していますか
（印南理事）1 月中には行いたいと思っています。
（上遠野理事）変更時には事前にお知らせのメールきますか。
（印南理事）理事会メールにてお知らせしたいと思います。
（大内会長）前もって変更日をメールし、変更後にもメールを送るようにしてく
ださい。
以上

