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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
・令和元年度関東甲信越診療放射線技師学術大会
・令和元年度南関東・北関東地域拡大役員会

6 月 30 日（日）

・山梨県診療放射線技師会創立 70 周年記念式典

7 月 13 日（土）

・拡大四役会

7 月 23 日（火）

・神奈川県医療専門職連合会理事会（事業企画・広報）

7 月 24 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

6 月 29・30 日 （土・日）

審議事項
3-1

第 18 回神奈川放射線学術大会

3-2

公益渉外活動・イベント

3-3

令和元年度神奈川県診療放射線技師講習会

3-4

JART 関連セミナ－

3-5

その他

2019-6 月理事会
１.

その他報告事項

「業務拡大に伴う統一講習会」修了証書の誤りについて（お詫び）
【（公社）日本診療放射線技師会】

２.

食生活改善普及運動月間ミニイベントへの協力について（依頼） 【茅ヶ崎市長 佐藤 光】

３.

令和元年度第 1 回理事会（書面審議）結果報告について

４.

「まんがでわかるメディカルスタッフの仕事『診療放射線技師』」の送付について

【神奈川県公衆衛生協会】

【（公社）日本診療放射線技師会】
５.

第 38 回 神奈川県病院学会 テーマ「病院の働き方快活 Part２
一般演題募集（再案内） 【神奈川県病院協会】

６.

「平成 30 年度 会務及び事業報告」の送付について

【神奈川県病院協会】

７.

第 26 回 AIDS 文化フォーラム in 横浜における県主催プログラムの周知について（依頼）
【神奈川県健康医療局保健医療部健康危機管理課長】

８.

事務所総括 移転のお知らせ

【神奈川県放射線管理士部会】

９.

ご挨拶

【（公社）神奈川県理学療法士会】

１０. ご挨拶

【富士フイルムメディカル㈱】

１１. ご挨拶

【㈱千代田テクノル】

１２. ご挨拶

【神奈川県病院協会】

１３. 退任・就任の挨拶

【兵庫県放射線技師会】

１４. 暑中お見舞い

【キャノンメディカルシステムズ㈱】

＊回答が必要な文書
1. 杏林大学保健学部開設四十周年並びに杏里会創立三十五年記念祝賀会のご案内

【杏林大学保健学部長】7/31〆切
2. 第 13 回神奈川糖尿病療養指導士認定機構研修会のご後援等のお願い

【神奈川糖尿病療養指導士認定機構】8/2〆切
3. 2019 年度レントゲン週間イベント実施にむけたご協力のお願い

【（公社）日本診療放射線技師会】8/20〆切
4. 第 23 回医療・健康フェスティバル ご後援のお願い
5. ベッドサイド実践講習会の後援のお願い

【神奈川県保険医協会】8/30〆切

【（一社）神奈川県臨床検査技師会】 9/6〆切

6. 「よこはま乳がん学校（第 10 期生）」開催に伴う後援名義使用について（依頼）

【横浜乳がん学校運営委員長】
7. 超音波スクリーニング研修講演会 2019 五反田 後援及び名義使用の申請について

【超音波スクリーニングネットワーク】
8. 令和元年度 中火災予防協会防災施設研究会の開催について（ご案内）

【中火災予防協会】11/11〆切
9. 委員会事業委員の委嘱について（依頼）

【（公社）神奈川県病院協会】提出済

10. 令和元年度第 1 回理事会（書面審議）の開催について

【神奈川県公衆衛生協会】賛成提出済
11. 中区自衛消防隊消防操作法技術訓練会及び事前説明会のご案内

【中区自衛消防組織連絡協議会】欠席

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 3 回理事会議事録採集者、松尾理事より報告。
承認記載（全員一で承認）を削除で統一。

議題 2
2-1

承認

報告事項
会長報告
1.

令和元年度関東甲信越診療放射線技師学術大会。6 月 29・30 日（土・日）
南関東・北関東、1 都 9 県が担当二回目に入った、参加人数、演題数と
もに最多。
30 日（日）拡大役委員会開催、次年度、群馬県担当で高崎開催、次々
年度甲府開催。
日本放射線技師会学術大会埼玉大会の詳細報告あり。

2.

山梨県診療放射線技師会創立 70 周年記念式典。

7 月 13 日（土）

佐野会長をはじめ副会長・監事の県知事表彰が行われた。
3.

神奈川県医療専門職連合会理事会（事業企画・広報）
。 7 月 24 日（水）
その他の事項でセミナーのプレゼン担当を選出。

4.

その他。
令和元年 6 月 30 日現在 会員数：1535 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 P1〜2
・総務委員会開催 7 月 19 日（金）総会委任状の回収案を検討、役員・委員委
嘱状について検討。
・事務所の夏休み 8 月 10 日（土）～18 日（日）。
印南理事より報告
・アマゾン法人会員になりました、購入物品ありましたら利用ください。
2． 財務委員会
伊藤理事より報告 資料Ｐ5～11
・資料に沿い報告。
6 月残高試算表に、管理費の負担金として計上してある病院協会懇親会や放
射線技師会記念式典祝い金等は、前年度まで「関連団体負担金」として公 3
で扱っていたものを、今年度からは管理費の負担金で計上することにしまし
た。
これは県の指導による変更になります。これ以外も他団体の賀詞交歓会など
の出席負担金なども同様の扱いになります
3． 組織委員会
松尾理事より報告 資料Ｐ13
・組織委員会開催 ７月 5 日（金）
。

・資料に沿って報告。
地区委員の交代

横浜西部地区

和田委員から片野委員（神奈川県立がんセ

ンタ－）。
地区だより御礼 鎌倉地区 湘南記念病院。
神奈川県放射線学術大会 超音波装置、乳がんの触診について委員と確認と検
討。
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Ｐ17～21
・学術委員会開催 7 月 12 日（金）
。
令和元年度神奈川県診療放射線技術講習会プログラム確定、医療被ばく最適
化推進委員会にご協力いただきましてシンポジウムを開催。7 月 23 日（火）
に田島副会長と共に神奈川県の担当者と打ち合わせ。
・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
・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
した、参加人数 15 名 質問事項としてデーターの有無による進行の方法、ア
ンケート結果と会計は来月報告します。
（大内会長）講師料の資料が P21 にあります。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ23～26
・渉外委員会7月開催はありません。
・イベント参加予定。
8月20日（火）やまと食育フェア2019 イオンモール大和、骨密度測定器有
償レンタル（資料P24）。
9月3日（火）茅ヶ崎食改善ミニイベント 茅ヶ崎市役所、出展依頼（資料P25）
骨密度測定器有償レンタル（資料P26）。
学術大会パンフレットをイベント参加会場で配布。
・ピンクリボンアドバイザ－の資格取得 。
12月8日（日）初級中級合わせて10名以上。
松本理事より報告
・特になし。
（大内会長）多くのイベントがありますので役員・委員の方、参加して下さい。
ピンクリボンアドバイザ－は各委員の方で興味あれば参加可能。
6． 編集委員会
津久井理事より報告 資料Ｐ27～28
・編集委員会開催 7 月 2（火）

281 号発刊編集作業、共有ファイルの使用方法と今後の運用について、現在
使用の YAHOO メールのファイルの移動・活用を検討。
・281 号予定通り 7 月 29 日（月）発刊予定。
・282 号（9 月号）巻頭言 山﨑監事、コラム 渡邉理事。
原稿締切日 8 月 23 日（金）発行予定日 9 月 24 日（火）発行部数 1650 部
医療被ばく最適化推進委員会寄稿「一般撮影領域の医療被ばく最適化活動の
現状について」を特集記事として扱う。
（渡邉理事）内容概要と進捗を説明
・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
・特になし。
7． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ29～30
・広報委員会開催ありません、メール会議にて対応。
・アクセス数は書面のとおり。
・Windows セキュリティソフト 事務所内の前 PC、田島副会長がファイルの整
理を行っています、以前よりスムーズに動きますので活用下さい。
・共有フォルダの各委員会共有メールアドレスを確認下さい（資料 P30）
。
個人情報の登録が必要ない、さくらインターネットのメールアドレスを使用。
（大内会長）使用方法は。
（印南理事）マニュアル整備後に展開します。
（松尾理事）理事会の議事録を入れるフォルダが欲しい。
（印南理事）そのように必要なフォルダがあれば希望して下さい。
（津久井理事）必要ファイルをフォルダに蓄積していく概念。
（江川理事）メールアドレスは何のためにありますか、アクセス権は。
（印南・津久井理事）アクセスするために必要ですログインワードになります、
ID と考えて下さい、基本的に委員会内は一つのアクセス権を利用します。
全委員会が共通して使用するフォルダは「広場」という形で用意があります。
8． 厚生委員会
前原理事より報告 資料Ｐ31
・厚生委員会開催ありません。
・ゴルフ大会の会場開催場所決定 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部。
10 月 4 日締め切り。
・次回委員会 8 月 15 日（木）
。
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Ｐ33

・災害対策委員会は開催ありません。
・7 月 29 日開催予定。
・自然放射線測定結果、先月と同じ 8 件でした。
・神奈川県災害拠点病院から自家発電、対応モダリティの調査について 19 件の
施設から回答を得ている。この調査はどのような集計をして、施設は公にな
るかという問い合わせを受け、田島副会長が対応、委員会に確認後返答する
と返答。
10. 医療被ばく最適化推進委員会
渡邉理事より報告 資料Ｐ35
・2019 年度最適化啓発運動、KART 誌掲載について公益事業の原稿になるよう工
夫している。
・神奈川県技術講習会 講演 2「IVR の線量記録と管理」横浜市大センター病院
の坂野さんが講演。
・研究・論文執筆に関するセミナー アンケートの集計、報告をします。
11.公益事業検討委員会
引地理事より報告 資料Ｐ22
・第 5 次中長期将来計画答申書をどのように事業反映していくか検討を行う委
員会。
・公益事業検討委員会開催 7 月 11 日(木)。
今後の 10 年を見据えてビジョンを決定、各委員の意見を基に公益比率向上の
ための事業展開。
公益比率 80％を目指す～緩やかな事業内容の変革を目指して～ がテーマ
・今後の委員会活動として中長期目標の設定がされたので短期の目標選定に入
る、第 5 次中長期将来計画答申書に具体的に示されている中から、目標に合
った事業を選定し理事会に提示し事業を行っていく。
・次回委員会開催 8 月 16 日（金）
。
（大内会長）今後理事会審議の中にも入ってくると思います、是非とも具体的
な検討をお願いします。
12.全体を通して報告
・特になし。
議題 3
3-1

審議事項
第 18 回神奈川放射線学術大会
（江川理事）実行委員会で報告します

3-2

公益渉外活動・イベント
金岩理事より報告
・イベント参加委員に対して大内会長からの参加要請文、委嘱状を病院に送っ

てもらえないかの問い合わせ。
（佐藤副会長）参加者の中には非委員もいる。
（田島副会長）学術に参考になるひな型があります。
（江川理事）全員に毎回出すと事務局の負担になる、病院への依頼状と本人へ
の委嘱状の 2 通必要か。
（大内会長）委員が参加しやすい書類を作成して渡してください。
3-3

承認

令和元年度神奈川県診療放射線技師講習会
引地理事より報告 資料Ｐ21
・講師謝金一覧

内規に則り算出している、渡邉理事は謝金対象から省かせて

いただいています。一覧 2 の中村明恒先生、試算は 17,000 円であるが東京か
らということで交通費込み 20,000 円を計上しています。
（大内会長）これも内規に則った計算です。このイベントは県の事業なので一
回以上は出席して下さい。
3-4

JART 関連セミナー・講習会
田島副会長より報告 資料 P17
・平成 31 年度「業務拡大に伴う統一講習会」について。
第 2 回 8 月 3・4 日（土・日）相模原協同病院 参加予定者数 49 名。
第 3 回 9 月 28・29 日（土・日）北里大学病院 100 名募集。
・フレッシャーズセミナーの開催について。
9 月 1 日（日） 国際親善総合病院 7 月 24 日現在 23 名の申込みが来ていま
す、なるべく早めに申し込んでください。
・
「業務拡大に伴う統一講習会」修了書について。
昨年の北里大学開催されたものから今年の鶴見大学開催のものまで医政局長
の名前が間違っていました、JART から個人宛に新しい修了証が送られていま
す、旧修了証は返納して下さい。

3-5

その他
1、JART 関連
大内会長より報告
・会費未納者 9 月 30 日の締め切りが迫ってきているので会費納入の働きかけ
をお願いします、現在、神奈川は 47.47％の納入率です。
・畦元さん、衆議院議員繰り上げ当選。
2、医專連、公開セミナ－職能セミナ－
大内会長より報告
・11 月 9 日（土）13:00～17：00 ワークピア横浜で開催。
職能セミナ－各団体からプレゼン、テーマ「令和～昔と今～」。
20～30 年前の仕事を挙げながら今と絡めて 15 分の講演依頼あり参加希望者
募ります。

承認

（田島副会長)安部監事いかがでしょう。
（大内会長)立候補する方はメールでお知らせください、来月の理事会には決め
たいと思います。
継続

（安部監事）前向きに考えます。
3、回答が必要な文章
・杏林大学保健学部開設四十周年並びに杏里会創立三十五年記念祝賀会。

承認

欠席。
4、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

