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安部 真

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
・神奈川県放射線友の会総会/放談会

4 月 20 日（土）

・拡大四役会

5 月 2 日（金）

・相模原市民若葉まつり２０１９

5 月 11・12 日（土・日）

・神奈川県病院医療関係団体連絡協議会

5 月 15 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

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

定時総会時の表彰者

3-3

第 18 回神奈川放射線学術大会

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

2019-5 月理事会

その他報告事項

（回覧資料）

１. 第 18 回神奈川放射線学術大会の後援名義の使用について（回答）

【神奈川県健康医療局保健医療部】
２. 第 18 回神奈川放射線学術大会の後援名義の変更について（回答）

【神奈川県健康医療局保健医療部】
３. 平成 30 年度第 2 回理事会（書面審議）結果報告について

【神奈川県公衆衛生協会】
４. 医療事故の再発防止に向けた提言第 8 号の公表について（依頼）

【神奈川県健康医療局保健医療部医療課長】
５. 神奈川マンモグラフィ読影講習会（医師・技師）の開催について

【神奈川県医師会】
６. 会社合併のご挨拶

【
（株） アイティーネット】

７. 講演会のご案内

【
（株）

アゼモトメディカル】

８. 平成 31 年度総会・放談会のお礼

【神奈川県放射線友の会】

９. 事故報告

【山王印刷（株）】

及び 対策について

＊回答が必要な文書
１０.

第 17 回総会の開催について（会告）
【日本放射線公衆安全学会】5/24〆切

１１.

第六十四回定時総会懇親会のご案内【神奈川県保険医協会】 5/31〆切

１２.

2019 年度関東甲信越診療放射線技師学術共同主催契約に基づく分担金交付に

ついて【公社東京都診療放射線技師会 2019 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会
大会長 篠原 健一】 5/31〆切
１３.

第９４回定時総会後懇親会の開催について
【公社 神奈川県病院協会】 6/7〆切

１４.

神奈川マンモグラフィ講習会負担金の請求書について
【神奈川県医師会】 6/10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
第 1 回理事会議事録採集者、江川理事より報告
訂正・加筆箇所無し。

議題 2
2-1

承認

報告事項
会長報告
１．神奈川県放射線友の会総会/放談会に出席

4 月 20 日（土）

・大内会長、佐藤副会長が出席し、活発な意見交換を行うことが出来た。
２．拡大四役会開催

5 月 2 日（金）

・定時総会、学術大会などについて検討を行った。
３．相模原市民若葉まつり２０１９

5 月 11・12 日（土・日）

・参加者が多く、規模の大きいイベントであった。各理事においても、時
間があれば積極的に参加していただきたい。
４．神奈川県病院医療関係団体連絡協議会

5 月 15 日（水）

・黒岩祐治神奈川県知事も出席され、各団体が限られた時間でアピールを
行った。
・第 38 回神奈川県病院学会が 10 月 16 日（水）に神奈川県立かながわ労働
プラザで開催される旨の報告があった。大会テーマは「病院の働き方改
革

Part.2」
。

５．その他
・県会員の動向報告（資料 P4）
平成 31 年 4 月 30 日現在：会員 1,509 名、賛助会員 38 社
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
・総務委員会を平成 31 年 4 月 26 日（金）に開催した。
・委嘱状の書式、提出方法などについて今後、総務委員会として整備をしていく
ことを検討している。委嘱状の運用について何か意見があればいただきたい。
・その他、報告事項については書面の通りである。
印南理事より報告
・特になし。
2． 財務委員会
伊藤理事より報告
・今回は PCA 会計ソフトの新年度の機種更新作業ができておらず、残高試算表
は作成していない。次回理事会にて提示する。

3． 組織委員会
松尾理事より報告 資料Ｐ7～8
・組織委員会を平成 31 年 4 月 26 日（金）に開催した。
・災害対策マップについて
災害対策マップの施設掲載をするため、会員データベースから地区別の施設
名、施設住所、宛先部署の一覧を抽出し利用する事を審議していただきたい。
（全員一致で承認された）
・その他、報告事項については書面の通りである。
金岩理事より報告
・特になし。
4． 学術委員会
引地理事より報告 資料Ｐ9～11
・学術委員会を令和元年 5 月 10 日（金）に開催した。
今年度開催の神奈川県診療放射線技術講習会のプログラム内容について検
討した。次月理事会で報告する。
・6 月 29・30 日で開催される、関東甲信越診療放射線技師学術大会（東京開催）
、長谷川氏（横浜市立大学附属市
での座長依頼に、田島氏（横須賀市民病院）
民総合センター病院）の２名を推薦した。
・KART 論文支援セミナーについて
KART 論文支援セミナーの説明会を令和元年 7 月 19 日（金）に技能文化会
館 802 大研修室で開催を予定している。ホームページに開催案内を掲載して
ある。多くの方にご参加頂きたいので、各施設においても広報をお願いした
い。
・その他、報告事項については書面の通りである。
富安理事より報告
・特になし。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ13～17
・5月の渉外委員会は開催なし。令和元年6月4日（火）に開催予定。
・イベント参加報告
令和元年５月11日（土）、12日（日）に相模原市民若葉まつり2019に参加
してきた。神奈川県理学療法士会との合同ブースでの参加であった。
ブース来場者は500名、大盛況に終える事ができ、終了後、神奈川県理学療
法士会より来年度も合同での参加をお願いしたいとの要望があった。
参加費3,000円は両会での折半であるが、領収書をどうするかの問題が残
った。
・イベント参加予定
令和元年5月26日（日）小田原市子育て支援フェスティバル2019
令和元年8月20日（火）やまと食育フェア2019

承認

・貸し出ししていた、乳房自己触診モデルは 5 月 9 日に無事返却された。
・イベント配布グッズの購入について
J.POSH ポケットティッシュを 1,000 個購入した。
6． 編集委員会
津久井理事より報告 資料Ｐ19～20
・5 月の編集委員会は開催なし。
・令和元年 5 月 7 日（火）に KART かながわ放射線だより 280 号（5 月号）を予
定どおり発送した。
・KART かながわ放射線だより 281 号（7 月号）について
巻頭言は佐藤副会長、コラムは印南理事。ディレクターは小栗委員。
原稿締切日 6 月 28 日（金）、発行予定日 7 月 29 日（火）である。
上遠野理事より報告
・KART かながわ放射線だより 281 号（7 月号）目次案について
特集の「よくわかる放射線治療」は前号 6 回の寄稿で終了し、新しく神奈
川消化管撮影技術研究会が 6 回連続で寄稿を担当する。
春の叙勲者の発令が令和元年 5 月 21 日であるため、現時点では受章者が確
定していないが、受章者があれば寄稿を依頼する予定である。
7． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ21
・広報委員会は令和元年 5 月 20 日（月）に開催予定。
・アクセス数等、その他報告事項は書面の通りである。
・ホームページにおいて、令和元年度年間行事日程表を更新している。皆さん
確認していただきたい。
津久井理事より報告
・特になし。
8． 厚生委員会
前原理事より報告 資料Ｐ23～24
・厚生委員会を令和元年 5 月 9 日（木）に開催した。
・ボウリング大会開催予定日を令和 2 年 2 月 29 日（土）を候補日とした。
・ゴルフ大会の会場を千葉方面で設定し、10 月開催を目標に準備を進めること
とした。
・令和元年度施設調査について
施設調査は 8 月の実施、9 月集計、会誌 1 月号に報告することを目標にして
いる。
令和 2 年度の調査からは、現在のフォーマットを見直し、グーグルフォー
ムなどを検討していくこととなった。
・令和元年度会員調査について
会員調査は、9 月号に同封し、実施する目標で進めていく。

モダリティ項目を現状に合わせて変更し、被ばく防護対策について防護メ
ガネの着用についての設問を追加する予定である。
No.2 の調査として、働き方改革の取組み状況等について調査する方向で検
討している。
渡邉理事より報告
・特になし。
9．災害対策委員会
佐藤副会長より報告 資料Ｐ25〜27
・災害対策委員会を令和元年 5 月 10 日（金）に開催した。
神奈川県内災害拠点病院 33 施設の自家発電時の対応可能放射線装置につ
いての調査を行う。調査票の発送方法、回収の手段については継続して検討
することとなった。
10. 医療被ばく最適化推進委員会
渡邉理事より報告 資料Ｐ29～33
・医療被ばく最適化推進委員会を平成 31 年 4 月 27 日（土）に開催した。
・平成 30 年度事業の IVR 調査について、協力施設に神奈川アンギオ撮影研究会
の映像や調査結果を提供することを約束していることから、迅速に処理をす
る必要がある。次回委員会でその提供方法に関して協議を行うが、郵送費な
ど多少の経費が発生することを了承していただきたい。
・令和元年度の最適化推進事業として、会誌の 9 月号、11 月号、来年の 1 月
号、3 月号に寄稿する原稿は各号 4 ページで原稿を作成する。また、一般撮
影の EPD を使った最適化に関する原稿は佐藤斉先生（茨城県立医療大学）の
承諾と支援を受けて執筆する。
・令和元年 10 月に担当する神奈川県診療放射線技術講習会は、「改正医療法施
行規則に基づく医療被ばく管理」というテーマで行う。
11.全体を通して副会長報告
佐藤副会長より報告
・特になし。
田島副会長より報告
・特になし。

議題 3
3-1

審議事項
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Ｐ1
・今回、委任状ハガキの郵送期限に誤記がありその対応をした。山王印刷より誤
記になった経緯も報告され、今後気を付けて対応していきたい。
・委任状回収状況について、本日 18 日現在、有権者数 1506 名、総会成立のため
の過半数 753 票に対して、335 票集まっている。
委任欠席 290 票、捺印無し 9 票、委任者に「議長」と書かれている票は含まれ
ていない。
・4 月 26 日（金）に総会運営委員会を開催し、総会運営委員長が互選により決
定した。その他、総会職員は以下に記す。

〇総会運営委員
川崎市中原区役所地域みまもり支援センター柏原 誠治（委員長）
大和徳州会病院 高橋 琢己
鶴見大学歯学部附属病院 宇田川 孝昭
〇総会議長
神奈川県予防医学協会 村上 和也
聖マリアンナ医科大学東横病院 五十嵐 隆行
〇書記係 福永（総務）
、宮内（学術）
〇採決係 山口（渉外）
、早坂（総務）
大内会長）次回総会前には、多くの委任状が回収できるよう努めて頂きたい。
3-2

定時総会時の表彰者

大内会長より説明

資料Ｐ3

・20 年表彰者について（5 月 13 日現在）
資格対象者 39 名
連絡あり 16 名 総会出席 2 名、総会欠席 12 名、辞退 2 名
連絡なし 23 名
大内会長）受章に対する意思の返信がない方に対する対応は、今後検討して

いくこととした。
大内会長）各種イベントにおいて、無償で装置を貸し出して協力してくれてい
る、フクダ電子と日本光電に表彰を受ける意思を打診したが、辞退される旨

の連絡があった。
3-3

第 18 回神奈川放射線学術大会
江川理事（大会実行委員長）より報告
・市民公開講演の講師、川村育子さんと打ち合わせをして快諾いただいた。
・ランチョンセミナーについては協力していただく賛助会員メーカー２社が決
定した。
・その他、順調に進んでいる、この後の実行委員会にて説明させて頂く。

3-4

公益渉外活動・イベント
金岩理事より説明 資料 P13〜17
・イベントに運搬する荷物は、現在ダンボールで梱包しているが、古くなって
しまったため、宅急便の運搬にも耐えられるコンテナの購入が必要になって
きた。今年度予算には計上していないため、購入に対して審議していただき
たい。
（全員一致で承認された）

3-5

承認

JART 関連セミナー・講習会
田島副会長より報告 資料 P9
・平成 31 年度「業務拡大に伴う統一講習会」について
本年度で統一講習会は地方開催最後となりますので、施設でのお声掛けをお
願いしたい。また、5 回の開催予定に加えて、1 月にも神奈川県の西地区の方
の開催を検討している。
・本年度日程
〇1 回目 2019 年 5 月 18 日（土）
、19 日（日）鶴見大学会館で開催
受講予定者 51 名で行います
〇2 回目 2019 年 8 月 3 日（土）、4 日（日）相模原協同病院にて開催予定
〇3 回目 2019 年 9 月 28 日（土）、29 日（日）北里大学病院にて開催予定
〇4 回目 2019 年 11 月 30 日（土）
、12 月 1 日（日）横浜市大附属病院にて開
催予定
〇5 回目：2020 年 2 月 22 日（土）、23 日（日）神奈川県立がんセンターにて
開催予定
・フレッシャーズセミナーの開催について
開催日は 2019 年 9 月 1 日（日）を予定している、会場はまだ未定。
津久井理事）詳細が決定次第、会誌 7 月号に掲載する。

3-7

その他
・各申請書類等の年号表記について（審議）
印南理事より説明 資料 P１
各申請書類の年号表記について西暦表記に統一した書式にしたい。
大内会長）西暦表記で統一することとする。
・第 17 回日本放射線公衆安全学会総会の開催について
大内会長）日本放射線公衆安全学会には当会から田島副会長、江川理事、
印南理事が代議員で選出されている。
・第 64 回神奈川県保険医協会定時総会懇親会について
大内会長）今年度は本会からは欠席の返事を出すこととする、都合のつく理事
は出席していただきたい。
・2019 年度関東甲信越診療放射線技師学術共同主催契約に基づく分担金交付に
ついて

承認

大内会長）分担金はお支払いする。
・第 94 回神奈川県病院協会定時総会後懇親会の開催について
大内会長）今回は引地理事に参加していただく。
・神奈川マンモグラフィ講習会負担金の請求書について
大内会長）予算どおりお支払いする。
・第 80 回日本診療放射線技師会定時総会の件
大内会長）何か意見のある方はメールで連絡していただくこととする。意見内容
は二役で検討し、総会時に代議員が質問する。

以上

