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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
・神奈川県医療専門職連合会理事会

5 月 22 日（水）

・神奈川県放射線技師会定時総会

5 月 24 日（金）

・千葉県診療放射線技師会創立 70 周年記念式典

5 月 26 日（日）

・川崎地区放射線技師会定時総会

5 月 31 日（金）

・日本診療放射線技師会定時総会

6 月 1 日（土）

・令和元年度全国会長 WS 研修会/会長会議
・神奈川県医療専門職連合会定時総会

6 月 19 日（水）

・拡大四役会

6 月 21 日（金）

・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

6 月 1・2 日（土・日）

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総括

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

神奈川放射線友の会への入会促進協力

3-6

第５次中長期将来計画委員会からの検討課題

3-7

その他

2019-6 月理事会

その他報告事項

1.平成 31 年度 中火災予防協会理事会・総会の審議結果について（報告）【中火災予防協会】
2.事業報告書の送付について 【神奈川県保険医協会】
3.第 18 回神奈川放射線学術大会への後援依頼について（回答）【（公社）日本診療放射線技師会】
4.廃プラスティック類等に係る処理の円滑化等について（通知）【神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課長】
5.退任・新任の挨拶

【
（一社）鳥取県診療放射線技師会】

6. 2020 年度教育課程の募集及び 2019 年度教育研修等の案内について（送付）
【（大）神奈川県立保健福祉大学実践教育センター長】
7.神奈川県内の病院における「身元保証人等状況調査」について【（公社）神奈川県病院協会】
8.退任・新任の挨拶 【
（一社）山形県放射線技師会】
9.お礼状 【早川 俊一】
10.弘前大学大学院保健学研究科「被ばく医療研修」の開催について（通知）
【弘前大学大学院保健学研究科長 齋藤 陽子】
11.創立七十周年記念式典および祝賀会 お礼状 【（一社）千葉県診療放射線技師会】
12.令和元年度 かわさき子育てフェスタの開催に伴う放射線技師の派遣について（依頼）
【川崎市保健所 川崎支社長 林 露子】
13.就任の挨拶【コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社長 原口 淳】
14.第 18 回神奈川放射線学術大会の後援について【川崎市健康福祉局保健所健康増進課】
15.退任・新任の挨拶 【
（公社）愛知県診療放射線技師会】
16.新任の挨拶 【
（公社）神奈川県病院薬剤師会】
17.令和元年度横浜市医療局病院経営本部医療技術職員採用選考受験案内について（送付）
【横浜市医療局病院経営本部人事課】
18.退任・新任の挨拶 【公社 愛媛県診療放射線技師会】
19.就任の挨拶 【
（一社）神奈川県作業療法士会】
20.お礼・就任の挨拶 【神奈川県保険医協会】
＊回答が必要な文書
21.平成 31 年関東甲信越地区結核予防技術者地区別講習会の開催について（依頼）
【神奈川県健康医療局保健医療部 健康危機管理課長】 6/27〆切
22. 2019 年度第 2 回学術委員会の開催について 【神奈川県病院協会】 7/19〆切
23.令和元年度 会費の納入について（ご依頼） 【中火災予防協会】 7/31〆切
24.令和元年西湘放射線技師会納涼会のご案内 【西湘放射線技師会】7 月末〆切
25.第 65 回神奈川県公衆衛生学会の開催及び演題募集について【神奈川県公衆衛生協会長】8/9〆切
26.令和元年度 神奈川県公衆衛生協会会費の納入について（依頼）
【神奈川県公衆衛生協会長】9/27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 2 回理事会議事録採集者、伊藤理事より報告
訂正・加筆箇所無し。

議題 2
2-1

承認

報告事項
会長報告
1.

千葉県診療放射線技師会創立 70 周年記念式典

5 月 26 日（日）

記念式典と懇親会に出席した。
2.

令和元年度全国会長 WS 研修会/会長会議

6 月 1・2 日（土・日）

医療放射線安全管理責任者 養成の方策 WG に参加した。
10 月 13 日・14 日で講習会開催
診療放射線技師プラテクショナー制度の検討
将来的な制度の検討
3. 日本診療放射線技師会定時総会報告

6 月 1 日（土）

松尾理事から報告お願いします。
（松尾理事）資料 P18〜19 資料に沿い報告
引地理事の記載については訂正削除させていただきます。
4.

その他
令和元年 5 月 31 日現在 会員数：1520 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 P3〜6
・昨年度の事業報告を藤原会計事務所 青柳先生から公益インフォメーションへ
提出いただいた。
・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 資料Ｐ9～16
・資料に沿い報告。
・4 月の収入仕訳、5 月残高試算表を併せて報告。
・会計ソフトの元号令和対応を行っている。
（江川理事）総会資料の印刷代は、予算内でできたのでしょうか。
（伊藤理事）予算内に納まりました。
3． 組織委員会
松尾理事より報告 資料Ｐ17
5 月の組織委員会開催はしておりません。（4 月 26 日に開催を早めたため）

・災害対策マップについて
5 月に地震が発生したため、早急に組織委員会災害マップを作成し、委員に配布
した。次回組織委員会にて委員からの意見を伺う予定。
・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Ｐ21～25
・学術委員会を令和元年 6 月 14 日（金）に開催しました。
・群馬県の小池様より、胸部気管支模型製作キットを購入したいとの連絡が事
務所にありました。過去のキット内容との相違を提示し、希望があれば販売
をいたします。
・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
・令和元年 7 月 19 日に渡邉理事を講師として研究・発表・論文支援セミナーを
開催します。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ27～32
・渉外委員会を令和元年6月4日（火）に開催しました。
・豊田委員が復帰し出席されました。
・イベント参加報告
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に参加。
資料Ｐ32に活動報告をいたしております。
・血管年齢の測定器をフクダ電子から借りましたが、故障した場合は今後貸し
出しができない旨を伺っています。
・今後の参加は大和食育フェア、川崎区の子育てフェスタ、小田原ふれあい健
康フェスティバル 2019 を予定しています。
・小田原ふれあい健康フェスティバル 2019 に参加の際は、乳房ファントムを聖
マリアンナ病院公認 SMM 団体のものを借用予定です。
・配送用コンテナを購入いたしました。納品されています。
（大内会長）川崎市麻生区でイベントがありますが、そちらは主催者側のファ
ントムを使用するので、技師会で借用することになりました。
このファントムは既製品ではなく、本物の乳房から型をとり作成したものと
なっています。
松本理事より報告
・大和食育フェアに第 18 回神奈川放射線学術大会のポスターを配布したいと思
います。

6． 編集委員会
津久井理事より報告 資料Ｐ19～20
・6 月の編集委員会は開催なし。
・令和元年 7 月 2 日（火）に委員会を開催します。
・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）です。
・その他、報告事項については書面の通りです。
上遠野理事より報告
・消化管撮影を 6 回連続で掲載します。
・叙勲者の受章寄稿が届いています。
7． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ35～37
・広報委員会開催日の平成 31 年という表記を、令和元年に訂正お願いします。
・広報委員会を 5 月 23 日（木）に開催しました。
・アクセス数等、その他報告事項は書面の通りです。
・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ます。確認
をお願いします。
・ホームページアクセス数を月単位の数に変更しています。
・HP 社の PC はご自由にお使いください。
（審議事項）
・平成 30 年度第 11 回理事会にて決定された、デスクトップ PC が 5 年経過しま
したので、委員会にて決定した更新候補の見積を提示いたします。更新につ
いて審議をお願いいたします。
また、共有サーバで予算申請してあります、Office365solo も合わせて購入
予定です。
（大内会長）委員会提案の PC 購入でよろしいでしょうか。
（全員一致で承認された）
津久井理事より報告
・ホームページアクセス数を月単位にした理由は、いままで理事会開催日を区
切る単位としていました。前回の理事会は早期に開催されたので、アクセス
数が少なくなり、比較しにくい点を改善するためです。5 月のアクセス数は多
く喜ばしいことでした。
8． 厚生委員会
前原理事より報告 資料Ｐ39～40
・厚生委員会を令和元年 6 月 26 日（木）に開催しました。
・ボウリング大会開催場所を変更予定です。
・ゴルフ大会の会場開催場所を 7 月中に決定いたします。
・令和元年度施設調査について

承認

・令和元年度会員調査について
働き方改革についての内容を検討中です。
・その他、報告事項については書面の通りです。
（佐藤副会長）施設調査はいつごろ発送予定ですか。
（前原理事）8 月末に発送し、9 月末に締め切り予定です。
渡邉理事より報告
・特にありません。
9．災害対策委員会
佐藤副会長より報告 資料Ｐ41
・6 月の災害対策委員会は開催なし。
調査票を 33 施設に発送したいと思います。
(印南理事)ホームページに「自然放射線量更新しました」のお知らせ案内があ
りません。県民へのアピールポイントとなりますので、投稿をお願いします。
（佐藤副会長）委員会にて検討します。
10. 医療被ばく最適化推進委員会
渡邉理事より報告 資料Ｐ43～P52
・医療被ばく最適化推進委員会を令和元年 6 月 23 日（日）に開催しました。
・IVR 実態報告を関東甲信越大会で発表します。
DRL との比較をしていない施設が多い結果となったので、J-RIME の会議でも
実態を報告します。
・厚生労働省で、職業被ばくに関する調査班を立ち上げます。私も調査員とし
て加わり、特に水晶体についての被ばくが法律の改正前と改正後でどう変わ
ったかを調査します。その際に IVR 実態報告について提示したいのでご了承
をお願いしたい。
・IVR 実態報告については、調査結果を報告する条件で、依頼施設に協力してい
ただいています。結果発送等の費用についてご承知おきください。
・報告事項については書面の通りです。
（大内会長）論文支援セミナーについて、ご意見がありましたら渡邉理事へメ
ールでご報告してください。
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総括
江川理事より説明 資料Ｐ3～P６

承認

・委任状の件では大変ご心配をお掛けしましたが、何とか無事に総会を終える
ことができました。総会議事録を作成いたしましたのでご確認お願いします。
（大内会長）ご意見はございませんか。
ご意見が無いようですのでご承認をお願いします。

承認

（全員一致で承認された）
（江川理事）理事の皆様、議事録へ押印をお願いします。
（江川理事）地区別に委任状回収の内訳を集計しました。皆さまにご確認頂き、
今後の対策を検討したいと思います。
（松尾理事）組織委員に報告いたします。
（江川理事）委任状はがき以外の対応も今後検討したいと思っています。
（大内会長）今後も継続して、この件については検討してください。
3-2

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

資料 P22

・理事会終了後の実行委員会にて進捗状況について報告させていただきます。
3-3

公益渉外活動・イベント
金岩理事より説明 資料 P23
・2件の新規イベント出展依頼がありました。
・イベントに関して出展のご審議をお願いします。
・イベントが重なっておりますので組織委員会にも、スタッフの依頼を考えて
います。
（大内会長）理事も参加していただきましょう。進めてよろしいでしょうか。
（全員一致で承認された）

3-4

JART 関連セミナー・講習会
田島副会長より報告 資料 P23
・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。全 6 回の開催予定で、第 3
回の開催については定員の半数の申し込みが来ています。受講される方が多く
なったという印象があります。早目に申し込んでいただくようにお知らせくだ
さい。
・フレッシャーズセミナーの開催について
申し込みは神奈川県放射線技師会となりますので、間違いのないようにして
ください。

3-5

神奈川県放射線友の会への入会促進協力
大内会長より報告 資料 P2
・定年退職等で会費の滞納なく本会を退会された 21 名の方に、放射線友の会へ
入会案内を送りたいと考えています。皆さんのご意見をお聞かせください。
・今後も退職ということで退会される会員に対して、ご案内をしたいと思いま

承認

すがいかがでしょうか。ご審議をお願いします。
（山﨑監事）本会を退会されてから、ご自宅に放射線友の会のご案内をするの
であれば、個人情報の取り扱いに誤解を招かぬよう配慮をしてください。
（田島副会長）退会届の後に、「退会を完了しました。」の通知はしていないの
ですか。
（大内会長）していません。
（津久井理事）
「憩いの場」と「憩いの館」で統一されていません。
（大内会長）確認いたします。
（田島副会長）12 月の会誌に入会の案内を同封するのはいかがでしょうか。
（大内会長）会誌の記事に、会員として投稿していただくのはいかがでしょう
か。
（佐藤副会長）会誌ではなくホームページに案内するのはいかがでしょうか。
（渡邉理事）会誌の記事よりは案内状の方が効果的だと思います。
（大内会長）放射線友の会総会で、放射線友の会で活発に活動されておられる
方もいらっしゃいましたので、是非案内をしたいと考えています。
（田島副会長）退会者手続きを終えた方に、長い間ご入会いただいた御礼の文
章を添え、放射線友の会の入会案内を同封するのはいかがでしょうか。
（大内会長）私からの案内文を添えて、発送をいたします。よろしいでしょう
承認

か。
（全員一致で承認された）
3-6

第 5 次中長期将来計画答申書についての検討
田島副会長より報告 資料 53
・令和元年 6 月 24 日に委員会を開催しました。
・委員会名を公益事業検討委員会に決定しました。
・報告事項については書面の通りです。
（大内会長）皆様から何か御意見はありませんか。 （意見なし）

3-7

その他
（大内会長）皆様から何か御意見はありませんか。 （意見なし）
以上

