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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
・神奈川県地域放射線技師会連絡協議会

2 月 18 日（金）

・南関東地域協議会 第 2 回役員会（拡大会議）

2 月 11 日（月）

・災害対策委員会

2 月 13 日（水）

・神奈川県診療放射線技術講習会 / 拡大四役会

2 月 17 日（日）

・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 第７回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
3-2 第 18 回神奈川放射線学術大会
3-3 公益渉外活動・イベント
3-4 ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会
3-5 ＪＡＲＴ診療報酬調査
3-6 その他

【資料リスト】
1. 平成 30 年度第 11 回理事会資料
2. 2019‐2 月理事会 その他報告事項
3. 平成 31 年 2 月 理事会：医療被ばく最適化推進委員会資料
【2019‐2 月理事会 その他報告事項】
1. 多職種連携メディカルスタッフ教育プログラム 2019 年度カリキュラムのご案内
【筑波大学 医療科学類長 二宮 治彦】
2. 賀詞交歓会ご臨席のお礼 【公社 神奈川県栄養士会】
3. 共催等名義使用承認通知書 【相模原市長】
4. 第 18 回神奈川放射線学術大会の後援について（回答） 【公社 神奈川県病院協会】
5. 平成 31 年度中区防災減災後援会の開催について（御案内） 【中消防署長】
6. 第 35 回糖尿病セミナーご後援の御礼 【神奈川県保険医協会】
7. 中消防署 100 周年記念事業【中消防署開設 100 周年記念事業実行委員会】
＊回答が必要な文書
8. 2019,2020 年度役員選挙について 【日本放射線公衆安全学会】 2/1、2/4 対応済み
9. ご後援のお願いについて 【神奈川県放射線管理士部会】 2/22 返信予定
10. 平成 30 年度横須賀三浦放射線技師会総会のご案内 【横須賀三浦放射線技師会】3/8
〆切
【中火災予
11. 平成 31 年中火災予防協会 新入社員防災講習会の開催について（ご案内）
防協会】3/22〆切

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、渡邉理事より説明
訂正事項


議題 2-2

業務執行状況報告

3.組織委員会
「組織委員会開催 組織委員会開催」
→「組織委員会開催」に訂正。
・地区活動報告
「県中央地区活動報告」
→「県央地区」に訂正。


議題 1

訂正事項

4.神奈川県地域放射線技師会連絡協議会
「神奈川放射線技師会会議室 504 号室」
→「神奈川県放射線技師会会議室 504 号室」に訂正。
議題 3-1、3-1 が太文字の件について確認。公益に提出する場合の指導です。


議題 3-3

新春情報交換会

「清算書」
→「精算書」に訂正。


議題 3-4

第 18 回神奈川放射線学術大会

「後援名義使用申請中」
→「後援名義借用申請中」に訂正。
議題 2

報告事項

2-1

会長報告
・神奈川県地域放射線技師会連絡協議会

承認

2 月 18 日（金）

神奈川県放射線技師会会議室 504 号室にて開催。
・南関東地域協議会 第 2 回役員会（拡大会議）

2 月 11 日（月）

会長、副会長、JART 教育委員により拡大会議を行った。
・災害対策委員会

2 月 13 日（水）

自然災害の対応をお願い。
・神奈川県診療放射線技術講習会 / 拡大四役会

2 月 17 日（日）

第 18 回神奈川放射線学術大会の件を検討。
・その他
県会員の動向（資料 P9）
平成 31 年 1 月 31 日現在 会員 1,534 名、賛助会員 37 社
・日本メディカルサービス 賛助会員申請を承認いただきたい。

承認

・会費免除申請者（3 名）

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 P1～3
・総務委員会 2 月 15 日（金）に開催
新春情報交換会の反省点と、定時総会における委任状の回収方法などについて
検討した。新春情報交換会については、皆様のご意見をいただき、次回の参考
にさせていただきたい。また委任状の回収方法についても、何か良い案があれ
ばご意見をお願いします。
・会費免除申請について
永年会員免除申請 未申請者 5 名。
※ No.246 については、現在も放射線技師として働いており、勤務している限
りは、会費を支払うとのこと。退職後 KART 退会の意向との連絡あり。
・平成 31 年度、理事会開催日程および事務所休暇日について
年末年始
資料 P8 平成 31 年度 KART 理事会開催日および事務所の夏季休暇、
について、審議お願いします。夏季休暇、年末年始については、事務局と相談
の上ご提案しています。また、編集委員会上遠野理事より、編集理事の議事録
採集を奇数月にして欲しいと要望を受けていますので、
それを考慮した議事録
採取の順番で作成しますので、ご承知おき下さい。
（大内会長）
理事会開催日、事務所の夏季休暇、年末年始についてご意見ありますか。
なければ承認してよろしいでしょうか。
（大内会長）
P1 の 3.2019 年・2020 年度、JART 代議員立候補における責任者変更について
金岩理事に変更しました。また、立候補者は全員当選の見込み。
P1 の 4.第 35 回診療放射線技師学術大会の実行委員派遣について
6 名を選出しています。
（松本理事）
ゴールデンウイークはすべて休みですか。
（江川理事）
事務所は 10 日間休みです。
（大内会長）
営業している病院もあると思いますが、暦のとおり休みにします。
印南理事より報告
・私からは特にありません。
2． 財務委員会
伊藤理事より報告 資料 P11～16
・平成 30 年度 1 月分残高試算表（Ａ）について
通帳の残高は書面のとおり。
・平成 30 年度 1 月分残高試算表（Ｂ）について
正会員入会費：入金 60,000 円（正規入会者 5 名・初年度入会者 5 名）
正会員会費：710,000 円（29 年度以前 11 名、30 年度 78 名）

承認

平成 30 年度累積 納入者 1,286 名 納入率 83.8％
賛助会員会費：0 社（3 口：0 社、2 口：0 社、1 口：0 社）未払が残り 1 社
雑収益：新春情報交換会祝金：200,000 円
186 円は放友会からのコピー代です。
・事業支出について
大きな支出無し
公 3）地域補助金：220,800 円（地区助成金 13 ブロック）
会員数が増えています。予算の 207,000 円に対して、13,800 円の誤差となっ
ています。
・他 2、他 3 について
特にありません。
・管理費について
特に大きな支払いはありません。
3． 組織委員会
松尾理事より報告 資料Ｐ19～21
・組織委員会の開催はなし。
・組織委員会回覧
1 月 26 日 （2019-2） 神奈川県放射線技師会１月理事会報告
2 月 11 日 （2019-3） 2020 年度診療報酬改定に向けた調査のご案内
2 月 11 日 （2019-4） 資料_医療放射線の適正管理に関する検討会
眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会
・かながわ放射線だよりについて
横浜北部地区 川崎地区が担当します。
・3 月組織委員会、地区活動報告、西湘放射線技師会、紙面のとおりです。
・2 月 21 日、横浜北部地区学術研修会を開催。約 70 名の参加。
（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
・私から特にありません。
・平成 30 年第１回神奈川県放射線技師会連絡協議会について
2019 年 2 月 8 日(金)神奈川県放射線技師会 504 号室にて開催。
各地区会長が出席。
大内会長より、新春情報交換会及び創立 70 周年記念大会の御礼を申し上げま
した。
田島副会長より、第 18 回神奈川放射線学術大会の概要説明とご協力を依頼し
ました。
・アンケートの集計について、
事前アンケートの集計結果を報告し共有した。
・組織委員会活動について
組織委員会活動について報告。
・お願いについて
地区の活動写真を１枚のスライドにまとめていただきたい。

拡大役員会等地区放射線技師会の活動を写真でお願いします。
・今後の神奈川県放射線技師会連絡協議会開催について
１

年１回の開催

２

事前にアンケート

３

今回と同様の議案

以上１、２、３の提案について出席者全員にて承認された。
（大内会長）次回は懇親会の開催についても検討してください。
4． 学術委員会
富安理事より報告 資料Ｐ23～26
・学術委員会を 2 月 8 日に開催。詳細は資料を参照してください。
・かながわ放射線だより掲載原稿について
3 月号：消化管 5 月号予定：カテーテル治療（TAVI）を予定しています。
・平成 30 年度神奈川県診療放射線技術講習会について
第４回 開催報告 参加者 午前 88 名／午後 55 名
・実践セミナー関連について
第 8 回一般撮影ポジショニング実践セミナー開催案内
開催日時：平成 31 年 3 月 4 日（月）19：00～20：30（予定）
会場：横浜市社会福祉センター 大会議室 8A・8B
第 8 回マンモグラフフィ ポジショニング実践セミナー開催案内
開催日時：平成 31 年 3 月 1７日（日）13：00～18：00（予定）
会場：川崎市川崎病院
募集開始：2 月 1 日より 現在 6 名の申し込みです。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ27
・2 月は渉外委員会の開催はなし。次回は 3 月 6 日開催予定。
・イベント募集お知らせ配布結果について
川崎市高津区保健師よりイベント出展依頼あり。
・相模原若葉まつりについて
3 月 6 日までに参加費 6,000 円を振込予定。
3 月 7 日に実行委員会参加予定（長岡委員）
3 月中に理学療法士会と打合せを行う予定。
・ピンクリボンアドバイザー認定資格について
12 月 7 日に認定試験を受験（渉外委員および理事、計 9 名）
2 月 4 日合格発表：全員合格（初級）
次年度も団体受験を検討。
松本理事より報告
相模原からは案内が来ました。参加費 6,000 円については、理学療法士会と
折半となりますので、3,000 円になる見込みです。確定ではないので、現状で
は、6,000 円として報告しています。

（大内会長）ピンクリボンアドバイザーは更新があるので、是非、更新を念頭に
して取り組んでください。
6． 編集委員会
津久井理事より報告 資料Ｐ29～31
・理事会資料の訂正
報告日 平成 31 年 1 月 25 日 → 平成 31 年 2 月 22 日 に訂正。
会誌発行予定日について
No.280 号 元年 →平成 31 年 に訂正
・2 月の編集委員会について
2 月 27 日に開催予定。279 号の編集作業、来年度ディレクターの確認。
学術大会の抄録集製作責任者は小栗委員の承認を得ていますので、報告とさ
せていただきます。
・KART かながわ放射線だより 279 号について
巻頭言：安部監事

コラム：金岩理事 入稿済み

・KART かながわ放射線だより 280 号について
巻頭言：大内会長

コラム：引地理事

・279 号、280 号の目次案について
前回理事会時に報告しましたので説明は割愛します。
・278 号理事委員写真ページの誤植・校正漏れのお詫び
あけましておめでてとうになっていた。山王印刷へも申し入れています。以
後気を付けて編集を行います。
（安部監事）280 号の目次案について
279 号 Vol.72 No5

Nov. 2018 となっている。

（津久井理事）
280 号 Vol.72 No1

May. 2019 に訂正します。

7． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ33～36
・理事会資料の訂正
委員会開催日 平成 30 年 12 月 6 日 → 平成 31 年 2 月 4 日 に訂正。
・ＨＰアクセス数は増加しています。
・セキュリティーソフト更新しています
・ホームページ更新
バナー更新しています。
関東甲信越診療放射線技師学術大会、第 35 回日本診療放射線技師学術大会
・デスクトップＰＣ更新（流し台前）
メール送信も送信先に届かず、事務業務に支障あり
HP 社 （4LY85AA-AAAB）へ更新しています。
Windows

Live メールから Outlook へのメールアドレス帳の移行困難であり、

現在対応検討中。

VAIO-PC デスクトップにあった委員会・個人ファイルは、HP-PC のデスクトッ
プにファイル名「以前デスクトップファイル」として保存。
→3 月理事会後に「以前デスクトップファイル」を削除します。
必要ファイルについては、HP-PC デスクトップに個人・委員会フォルダを作成
し移動お願いします。
（田島副会長）ファイルの移行はしているのですね。
（印南理事）移行しています。必要なファイルは取り出して保存してください。
（田島副会長）HP に移行したファイルを消すということですか。 VAIO-PC のデー
タを消すということではなく。
（印南理事）そうです。いらないファイルもあるようなので、3 月の理事会後に
は削除したいと考えています。
（田島副会長）必要なファイルがあれば、デスクトップに保存ということですか。
（印南理事）デスクトップに委員会のフォルダを作成していただき、そこに保存
してください。
・共有サーバについて
委員会にて Google ドライブでの運用テスト。
問題点。委員会共通アカウントにて、委員会内ファイルを更新時に技師会メ
インフォルダ内にある委員会フォルダのファイルが更新されない→グーグル
ドライブ上のグーグルドキュメントでの作業が原因。
グーグルドライブと連携したフォルダをＰＣ毎に作成すれば回避可能である
が、今後の運用に混乱をきたす可能性があると判断。
その結果、別のクラウド社の再選定を検討しています。
次回委員会時に ONE DRIVE で運用可能か検討。
津久井理事より報告
・私からは特にありません。
・審議事項について
１．技師会ＰＣについて
使用頻度が高い事務所デスクトップＰＣについては 5 年毎更新とし、故障時
はその都度対応。その他ノートＰＣについては、故障時・ソフト対応不可時
に更新
必須ソフト Microsoft Office Home and Business
２．事務所メールアドレスについて
現在メールアドレス
kart501@soleil.ocn.ne.jp 、kart_office@kart21.jp の２つ使用
提案：kart_office@kart21.jp のみとする。
今後ＰＣ更新時のメール移行に問題発生する可能性あり、
kart_office@kart21.jp は Web メールであり、サーバにメールを残すことが可
能。サーバ容量についても、ホームページと同じであり容量増加も可能。
【対応】
kart501@soleil.ocn.ne.jp に届いたメールを@kart21.jp に自動転送設定
さくらインターネットメールサーバに保存（現在も保存設定）送信メール署
名に今後 kart_office @kart21.jp になりますと記載し、様子見て 1 本化。

（大内会長）デスクトップＰＣの更新については、ＪＡＲＴへの重要なメールが
ＪＡＲＴに届いてない事例が連続して発生したため、早急にＰＣの更新を実
施しました。
審議事項（1）使用頻度が高い事務所デスクトップＰＣについては 5 年毎更新。
他のＰＣは、故障時の対応としたい。
（伊藤理事）5 年更新の根拠を議事録に記載することが必要。購入後何年で更新
している等の実績を示すなど。
（松尾理事）最新のＰＣを使用するためには、おおむね 5 年毎の更新が必要と思
います。
（津久井理事）ＨＤＤ等の確実に有効な保守が可能である期間として 5 年を設定
する。これ以上長期に使用した場合、安全に使用することが困難であるとの
意見が委員会から出ています。
（伊藤理事）現状では、実際に何年使用していますか。
（印南理事）5 年です。
（大内会長）これらの更新理由を審議したことを議事録に記載し、更新でよろし
いでしょうか。

承認

（田島副会長）
デスクトップＰＣはパスワード管理しなくてよろしいでしょうか。
メインで使用するＰＣなのでパスワード管理したほうが良いと思います。
（印南理事）パスワードを設定することは可能です。
（大内会長）委員の皆様が支障なく使用できるように設定すればよいと思いま
す。
（津久井理事）パスワード設定条件、大文字、小文字を入れ、8～9 文字以上で設
定するなどを実施する必要があると思います。
（大内会長）委員会でパスワードを設定してください。
（印南理事）設定します。
（大内会長）事務所のメールアドレスの件については、いかがでしょうか。
（松本理事）一本化が良いと思います。
（松尾理事）大変であると思いますが、今頑張って一つにするほうが良いと思い
ます。
（大内会長） kart501@soleil.ocn.ne.jp を廃止、kart_office@kart21.jp に一
本化することでご承認いただけますか。
（金岩理事）メールアドレス一本化への移行期間はありますか。
（印南理事）外部へのお知らせも含め、委員会で検討していきます。
8． 厚生委員会
前原理事より報告 資料Ｐ37
・2 月は厚生委員会の開催はなし。
・ボウリング大会について
現在の申し込み人数は、横須賀地区 3 名、湘南地区 4 名となっています。広
報よろしくお願いします。20 名以上の参加を目標にしています。
（佐藤副会長）今、西湘地区から 3 名参加の連絡がありました。

承認

渡邉理事より報告
参加者が少ないと赤字になる可能性がありますのでお声がけよろしくお願い
します。
（山﨑監事）懇親会を行わなかったときもあったので、予算的に厳しければ、懇
親会は無くてもよいのでは。
（前原理事）記念品代で調整する等により、予算内で懇親会も行える見込みです。
（安部監事）ボウリング大会の申し込み先は。
（前原理事）ＨＰのお知らせに記載されている松井委員へメールでご連絡くださ
い。
（大内会長）委員会でも参加してください
（松尾理事）川崎地区は参加すると思います。再度組織委員会で回覧します。
9． 災害対策委員会
佐藤副会長より報告 資料Ｐ37
・2 月 13 日に委員会を開催しています。
大内会長から災害対策 自然災害の対策を今年から行うと新春情報交換会で
お話をした。いつ災害が起こるかわからないので対応をお願いしたい。議案
について活発な意見が出された。
① 神奈川県放射線技師会の災害対策委員会の今後の運用について
② 管理士部会、NAS チーム合同の通信訓練について
③ 県内自然放射線測定について
④ その他
① の対応として、小野委員より、原子力災害以外の自然災害においても神奈
川県と協定を結び活動を行う提案がなされ、神奈川県へ報告を行い、前向
きに検討を行っています。
② の対応として、来月行われる管理士セミナーに合わせて、県技師会からの
要請で神奈川県管理士部会へ長野県へのサーベイヤー派遣を要請された
とて、仮想訓練を行う。
③ の対応として、データの集まりが悪いので、電話等でお願いできるところ
は手分けをしてお願いする。放射線治療を行っている施設には測定器を持
っているはずなので、治療研究会等でもお願いをする。理事の職場でも協
力をお願いできる施設が有りそうなのでお願いをする。
（佐藤副会長）是非、相模原の測定をお願いしたい。
（松尾理事）横浜北部が無いですね。
（渡邉理事）横浜労災から報告は無いですか。
（佐藤副会長）ここでお願いすると、報告が増えると考えています。
（渡邉理事）お願いすれば協力してもらえると思います。
（佐藤副会長）わかりました。
（佐藤副会長）提案として、現在の１４地区を神奈川県の２次医療圏枠に変更し
マップを出したら、抜けが少なくなるのではないか。抜けが多くて恥ずかし
い状態です。

（津久井理事）会誌については、長い期間抜けているところは、割愛させていた
だいています。
（佐藤副会長）今回のお願いにより、報告が増えることを期待しています。
④

災害マップについて、松尾理事作成のグーグルのマップについて、災害
が起きた時に活用していくことを検討。

（江川理事）崎陽軒で行われるのが、第 2 回の委員会ですか。
（佐藤副会長）第 2 回 県域検討会 全体会は、神奈川地区緊急被ばく医療ネッ
トワーク調査の検討会です。災害対策委員会ではありません。
10. 医療被ばく最適化推進委員会
渡邉理事より報告 別資料
・2 月 11 日に委員会を開催しています。詳細は議事録を確認してください。
・医療被ばく線量調査等事業
①

IVR 調査の回収状況と集計状況（途中）報告

・DRL 2015 と比較していない施設が多く、その原因として測定器やファント
ムが無いことが多く挙げられていた。
・最新の結果とほぼ同様の結果になった。
・DRL 2015 と比較していない施設が約 60％もあった。
・2020 年 4 月施行予定の改正医療法施行規則やそれに伴って発出される指針
作成のために参考になるデータがあるため早急に論文化することにした。
②

一般撮影調査の設問結果の論文投稿

・あまり考察にこだわらずに調査結果を報告するかたちで論文化することに
した。
③

CT 調査結果の論文化

・JART との結果では一部有意差があったが CTDI と DLP で逆転している部位が
あり考察が重要であることを確認した。
・逐次近似法（IR）を被ばく低減目的に使用している群と IR を使用していな
いか未搭載の群での比較においては有意な線量差が生じていないという結果
が得られていることを確認した。こちらも考察が重要であることを確認した。
CT の専門家と論文化の専門家による議論により、よい考察議論ができていま
す。
④

一般撮影分野の参考撮影条件の提案

・管電圧、距離、Grid 等の mAs 以外の因子については最頻値を用いて統一し
mAs だけ変化させることで撮影線量の調整がシンプルにできるようにするこ
とにした。
・現時点では英語論文で投稿する予定。
・神奈川県技術講習会
平成 31 年 2 月 17 日（日）に開催した神奈川県放射線診療技術講習会におい
て本委員会活動に関連した講演を関幹事、山本委員、渡邉委員長（理事）が
行った。
・一般撮影を中心とした防護の最適化啓発事業

①

2015 年度に実施した一般撮影の線量から 2020 年度に実施予定の一般撮

影の線量調査に向けて最適化を推進するために、一般撮影に特化して下記の
内容で啓発活動を行うことを再確認した。②

本会誌の 2019 年の 9 月号、

11 月号、2020 年の 1 月号、3 月号の 4 回原稿を掲載する。毎回 4 ページ程度
を予定③
④

1 回目は EPD で計算し DRL や BD と比較してみよう（仮題）

2 回目は DRL より低い施設はどのようにして撮影条件を決めたの？（委

員施設へのアンケート等をまとめて）（仮題）
・二重投稿について
二重投稿の基準や二重投稿とされないための書き方について確認し指針をま
とめた（添付）
。
2.

関東甲信越大会（東京）＆大宮大会への演題発表

現時点で関東甲信越大会に 1 題（IVR 調査）、大宮大会に 2 題をエントリー予
定
3.

次回会議を平成 31 年 4 月 27 日（土）に開催予定。

前原理事より報告
・私からは特にありません。
・審議事項について
・研究・論文支援セミナー
先月の理事会で議論いただいた研究・論文支援セミナーの事業計画案をまと
めました（添付）
。
次年度事業として実施することを承認願います。
（渡邉理事）学術委員会における議論はいかがでしたか。
（富安理事）ご提案について会議の結果、内容に興味はある。普通の技師には少々
ハードルが高い印象。募集については、基礎から始めるなどすれば参加しや
すくなると思われる。11 回と回数が多いので、すべてのセミナーを受講でき
ない方々のフォロー（欠席時の対策）について考えておいたほうが良いと思
われる。
（渡邉理事）基本的には、必ずしも研究や論文作成を行う必要はありません。詳
細については学術委員会と相談して調整をしていきます。おおむねの計画案
に示した KART 研究・論文支援セミナー 計画案をご承認いただけますでしょ
うか。
（大内会長）支援セミナーの論文編であると思います。ご意見をお願いします。
（田島副会長）内容と日程を調整していただいたほうが良いと思います。少々ハ
ードルが高いと感じます。一部の技師が対象となるのではとの意見が出まし
た。内容と回数、欠席時の対応を検討し、学術委員会と相談して進めていた
だければ良いと思います。
（渡邉理事）了解しました。
（大内会長）反対意見は無いようですので、進めていってよろしいでしょうか。

承認

（大内会長）全体として追加等ご意見ありますか。
（伊藤理事）決算の関係で、各委員会の 3 月最後の会議日程を教えてください。
各理事は伊藤理事へ 3 月の委員会開催予定及び事業予定日を報告した。
（大内会長）委員会開催予定等が決まったら伊藤理事に連絡してください。
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
３-１

第７回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
江川理事より説明 資料 P4～7
・会誌 279 号（3 月号）掲載 定時総会お知らせの承認について
お知らせに掲載されている地図の「教育文化センター」は閉館されているの
で、この部分を空白にした地図を作製したので、承認していただければ、津
久井理事にお渡しします。
（津久井理事）お知らせと会告両方同じですね。
（江川理事）P5 からの資料は来月の理事会までにご確認いただき、訂正があれば
ご連絡ください。P7 に総会資料作成のスケジュール表を添付しています。例
年委員会の事業報告を行っています。来月の理事会までに提出してください。
修正なしで掲載できるよう、お願いします。氏名、施設名のご確認お願いし
ます。前回総会資料はページ数増加のため費用が増加しました。この点を考
慮し、簡潔にまとめて提出してください。
（大内会長）P4 お知らせの承認を取りたいと思います。何かありますか。ご意見
がなければ、承認してよろしいでしょうか。
（江川理事）年号は平成でよろしいでしょうか。
（津久井理事）平成ではないですね。
（大内会長）3 月発行で見るので良いと思います。
（伊藤理事）一番下の「総会に出席出来ない方は…」の部分は、目立つように太
く大きくするとよいと思います。
（江川理事）例年と同じなのですが、大きくしたいと思います。
（大内会長）基本的に承認でよろしいですか。

承認

（大内会長）会告と委任状の件、指導により、監査報告が審議から外れています。
委任状と書面評決について、委任状が優位なので記載順を変更しています。
P6 についても指導により、記載順を変更しています。無記名の場合の注意に
ついて、議長一任では総会前にだれが議長になるかわからないのでよろしく
ないと指導があり、会長一任に変更しました。書面評決が第 2 号議案決算の
みとなります。また、投函期限について、5 月 7 日会誌発行ですので、その後
2 週間おいて 5 月 21 日になります。内容を確認して来月承認をいただきます。
ご意見はメール等でご連絡ください。
（松尾理事）
「総会での意思表示は会員の皆様の権利です」において、
「の」が多
いので、
「総会での意思表示は会員皆様の権利です」にしたほうが良いのでは
ないか。
（大内会長）この事柄も含め次回理事会で検討します。総会資料等も期限に間に
合うように提出してください。
３-２

第 18 回神奈川放射線学術大会
大内会長より説明
・開催日程を 2020 年 2 月 2 日（日）で案内しましたが、会場の都合で 2019 年 2
月 9 日（日）神奈川労働プラザ、ホールと会議室を仮押さえしました。ご意
見ありますでしょうか。また、承認をいただきたくお願いします。

継続

（大内会長）ご意見がなければ、承認でよろしいですか。

承認

（大内会長）松尾理事、地区会長に日程変更のお知らせをお願いします。
（松尾理事）修正をお知らせします。
（大内会長）その他、委員会においても日程変更による修正とお知らせをお願い
します。
３-３

公益渉外活動・イベント
金岩理事より説明 資料 P27
・川崎市高津区健康づくりのつどい参加の承認について
日時 ： 平成 31 年 4 月 7 日（日） 10 時 30 分～15 時 30 分
場所 ： 高津市民館 12F 大ホール
主催 ： 元気な高津をつくる会（共催：川崎市高津区役所地域みま
もり支援センター）
内容 ： 乳がん検診啓発活動（ブース活動：12 時～14 時）
参加費 ： 無料
スタッフ ： 4 名程
イベントは、300 名ほど一般の方がいらっしゃるそうです。マンモの自己触診
のファントムを二つ持参する予定です。ご審議お願いします。
（大内会長）良いですかね。
（金岩理事）特に問題は無いと思います。
（佐藤副会長）高津市民館ですね、会館ではなくて。
（田島副会長）技師会からは、委員の交通費と食事代ですね。
（金岩理事）そうですね。
（大内会長）では、承認でよろしいでしょうか。

３-４

ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会
田島副会長より説明 資料 P23
診療放射線技師基礎技術講習「一般撮影」開催報告
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
修了者数：22 名
来年度の開催は無いが、再来年度開催を検討。
・来年度予定
・平成 31 年度「業務拡大に伴う統一講習会」 ※地方開催最後の年
神奈川 5 回、東京 6 回、神奈川の日程について修正。
１回目：2019 年 5 月 18・19 日/２回目：2019 年 7 月 6・7 日
３回目：2019 年 9 月 28・29 日/４回目：2019 年 11 月 30・12 月 1 日
５回目：2020 年 3 月 22・23 日
地方開催が最後であること皆様にお伝え願いたい。
会員の受講率は全国で 40％ほどです。臨床検査は 70％ほどであるそうです。
放射線技師も同程度の受講率にしていきたい。

承認

・フレッシャーズセミナーの日程について
2019 年 8 月 25 日（日）
・その他
・平成 31 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会（東京） 6/29、6/30
募集期間：2 月 28 日まで延長
事前登録： ～2019 年 4 月 30 日（火）
演題が少ない状態です。ご協力をお願いします。
・第 35 回日本診療放射線技師学術大会（大宮） 9/14～16
演題の延長は無いようですので、締め切りを確認してエントリーし
てください。
・機器故障等のリスト提出について
中澤会長より、報告を出してくれる施設が、500 施設から 300 施設に減少して
います。故障リストを出していただける施設がありましたらお知らせくださ
い。
（大内会長）
関東甲信越診療放射線技師学術大会の事前登録も開始されています。
是非ご参加ください。
３-５

ＪＡＲＴ診療報酬調査
大内会長より説明
・診療報酬調査アンケートのお願い
（大内会長）神奈川で 50 施設を目標にしています。委員の方へもご協力のお願い
をしてください。日本診療放射線技師会では、データ力で物事をお願いする
ことが必要です。是非ご協力ください。お願いした施設名を控えておいてく
ださい。提出義務は無いですが、ピックアップしておいてください。

３-６

その他
特になし

以上

