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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
・令和元年度フレッシャーズセミナー
・第 35 回日本診療放射線技師学術大会
・神奈川県医療専門職連合会理事会
・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 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術講習会
3-4

JART 診療放射線技師実態調査

3-5 公益事業検討委員会提案事項
3-6 その他

9 月 1 日（日）
9 月 14 日～16 日（土～月）
9 月 25 日（水）

2019-9 月理事会

その他報告事項

１. 「2019 年度診療放射線技師業務実態調査」の実施に伴う調査協力の依頼について

（お願い）
」 【
（公社） 日本診療放射線技師会】
２. 「仮会員」の事務処理について（お願い）

【（公社）日本診療放射線技師会】

３. 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

【茅ヶ崎市長】

４. 2019 年度県民公開講座「認知症のお話」について（依頼）
５. 2019 年度

【神奈川県病院協会】

健康チャレンジフェアかながわ 2019 実行委員会

会議記録の送付について（送信案内） 【健康チャレンジかながわ実行委員会】
６. 令和元年度第 2 回理事会（書面審議）の結果報告について【神奈川県公衆衛生協会】
７. 本会協賛名義の使用について（承認）

【（公社）日本診療放射線技師会】

８. よこはま乳がん学校（第 10 期講座）開催周知のお願い
９. 「ピンクリボンふじさわ

LOVE

【よこはま乳がん学校長】

ONE’S S FOR

～受けてみよう乳がん検診 2019～」への協力について（依頼） 【藤沢市長】
１０. 「診療用放射線 事務手続き・安全管理・日常点検」刊行のご案内 【㈱医療科学社】

【神奈川県公衆衛生協会】
11. 第 65 回 神奈川県公衆衛生学会の開催について（ご案内）
12. ご挨拶 【富士フイルムメディカル㈱】
13. ご挨拶 【㈱千代田テクノル】

＊回答が必要な文書
１. 六ケ所村日本原燃原子燃料サイクル施設の見学者募集について
【神奈川県放射線友の会】

２. 六ケ所村日本原燃原子燃料サイクル施設見学事業の後援について
【神奈川県放射線友の会】

３. 後援等に係る承認申請書

【DR 連合フォーラム】 承認・回答済

４. 令和元年度神奈川県診療放射線技術講習会の開催について（通知）
【神奈川県健康医療局保健医療部保健医療人材課担当課長】 9/30〆切

５. 天皇陛下即位礼正殿の儀 祝賀広告 お祝い広告のご案内
【神奈川新聞総合サービス】10/4〆切

６. 第 22 回循環器セミナーご後援等のお願い 【神奈川県保険医協会】10/25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 5 回理事会議事録採集者、松本理事より報告
誤字の修正 1 ヶ所あり、その他、追加・修正等意見なく、承認を求める。

議題 2
2-1

報告事項
会長報告
1.

令和元年度フレッシャーズセミナーを国際親善病院で開催しました。
9 月 1 日（日）

2.

JART 第 35 回日本診療放射線技師学術大会開催されました。実行委員の皆
様お疲れ様でした。

3.

神奈川県医療専門職連合会理事会

9 月 14 日（土）～16 日(月)
9 月 25 日（水）

11 月 9 日（土）ワークピアに於いて、13:30 から職能セミナー、16:00 か
ら公開セミナーが開催されます。終了後、懇親会も開催されます。
メールをご確認ください。
4.

その他（会員動向）Ｐ３
令和元年 8 月 31 日現在 会員数：1547 名 賛助会員：38 社

業務執行状況報告
1． 総務委員会
2-2

江川理事より報告 資料 P1〜3
・資料に沿って報告
・総務委員会開催 9 月 20 日（金）。
・来年度の役員改選に合わせて、委嘱状について検討しています。ご意見があ
れば頂戴し反映させていきたい。来年 3 月を目途に、委嘱状及び、役員登録
票の改定を予定しています。
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Ｐ5～11
・資料に沿い報告。残高試算表を説明。
・8 月分の収入の部、入会金についてですが、初年度入会の方の過払いがあり、
返金後の金額が掲載されています。金額に間違いはありません。
・会費収入については累計で 846 名の会費収入となり、8 月分は 1.176.000 円
の入金でした。賛助会員会費について 8 月分は 24 社から 560.000 円の入金が
ありました。
・支出について。公３で、神奈川県医療専門職連合会令和元年度負担金、神奈
川県公衆衛生学会協賛金として 212.700 円、管理費で藤原会計事務所顧問料
として 540.000 円を支出しています。
・渉外活動について、公 1 の予算は学術大会と渉外活動の予算の合計金額であ

承認

り、渉外活動のみの予算ではないことにご注意下さい。今年度は管理費より、
渉外活動の運搬費、交通費など支出していますが、活動が活発となり金額が
高額となっています。来年度は渉外活動の予算に計上をご検討下さい。
・来年度の予算案について各委員会の予算案の提出を 10 月の理事会前にお願い
します。来年度は大きなイベントがございませんので、しっかりとした予算
案を作成したいと思います。
3． 組織委員会
松尾理事より報告 資料Ｐ13～16
・資料に沿って報告
・組織委員会開催 9 月 6 日（金）
・報告のとおり、各地区とも活発に活動を行っています。
・地区だよりについて、平塚地区、西湘地区を会誌 282 号に掲載。
・台風 15 号の被害状況の調査を行っています。
金岩理事より報告
・特になし。
（大内会長）JART より台風 15 号の被害状況について、報告を求められていま
す。こういった手法での情報収集はよかったと思います。
4． 学術委員会
引地理事より報告 資料Ｐ17～19
・資料に沿って報告。
・学術委員会開催 9 月 13 日（金）
・気管支模型キット、4 セットを販売しています。
富安理事より報告
・10 月より神奈川県診療放射線技術講習会が開催となります。各施設にも案内
が届いていると思います。出席の程、宜しくお願い致します。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告 資料Ｐ21～29
・資料に沿って報告。
・渉外委員会開催 9月18日（水）
・イベント参加報告
9月3日（火） 茅ヶ崎市食生活改善ミニイベント
9月7日（土） かわさき区子育てフェスタ2019

参加いたしました。

・イベント参加予定
9月28日(土） 藤沢市民まつり2019
10月13日(日) ハローヨコハマ2019
スタッフ 渉外委員会5名 組織委員会3名
管理士部会4名 計12名を予定
JARTのイベントグッズを配布予定です。

10月13日(日) 小田原ふれあい健康フェスティバル2019
11月30日(土) 健康チャレンジかながわ2019

それぞれ参加します。

・乳房ファントム、検査説明パネルの貸出希望があり、横須賀共済病院へ貸出。
返却されています。
・イベントで配布、使用する購入物品について、ウエットティッシュ、リーフ
レット、ビブスを発注、受領しています。
・ピンクリボンアドバイザー試験の団体申し込みは、まだ余裕があります。引
続き募集をしていますので、お声かけをお願いします。
松本理事
・学術大会リーフレットの残数が少ないので増刷をお願いしたいのですが如何
でしょうか。
(引地理事) 同じものを用意します。
(江川理事) ハローヨコハマのブースの場所はどこですか。
（大内会長） ハローヨコハマのブース位置は後程、メールでお知らせします。
（伊藤理事） 健康チャレンジかながわ以外の、他のイベントに於いて、負担金
はありますか。
（金岩理事）負担金はありません。
6． 編集委員会
津久井理事より報告 資料Ｐ31～32
・資料に沿って報告。
・編集委員会開催 8 月 30 日(金)
282 号編集作業。次年度の検討、学術大会抄録集の検討。

・282 号を 9 月 24 日（火）に発行しました。巻頭言 山﨑監事が山崎監事と誤
植があり、申し訳ございません。

・283 号（11 月号）巻頭言は田島副会長、コラムは前原理事、お願いします。
原稿締切日は 10 月 25 日(金)

発行予定日は 11 月 25 日(月)です。

上遠野理事より報告
・特になし。
(大内会長) 来年度の役員改選についての広報掲載について、選挙管理委員会
とも打ち合わせをお願いします。
(津久井理事) 確認いたします。
7． 広報委員会
印南理事より報告 資料Ｐ33
・資料に沿って報告。
・委員会開催ありません。
・購入したＰＣの設定が完了しましたので、事務局に設置します、パスワード
をご確認下さい。
津久井理事より報告
・特になし

承認

8． 厚生委員会
前原理事より報告 資料Ｐ35
・資料に沿って報告。
・委員会開催ありません
・ゴルフ大会会場の台風による被害状況を確認。9 月 21 日(土)より通常営業を
再開していることを確認しました。
・施設調査、会員調査の発送を完了しています。
・施設調査については例年同様の回収状況（約 50％）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
大内会長より報告 資料報告のとおりです 資料Ｐ37
10. 医療被ばく最適化推進委員会
渡邉理事より報告 資料Ｐ39～45、その他追加資料あり
・資料に沿って報告。
・8 月 25 日(日)委員会を開催。議事録ご確認下さい
・JART 学術大会において、小川委員、山本委員が本会の活動について発表して
います。山本委員の発表においては、回答の有無に関わらず、調査結果を送
付し、被ばく線量最適化に役立てもらおうという試みが、座長からもお褒め
の言葉を頂いています。
・一般撮影領域の最適化状況に関する調査結果報告について、会誌 282 号に掲
載しました。
・IVR 調査結果について回答の有無に関わらず、県内施設へ送付を行いたい。
そのため、17.500 円の発送費用が発生するため、ご審議をお願いします。
・10 月 27 日(日)開催の神奈川県診療放射線技術講習会のシンポジウム座長の
一人を佐川委員が努めます。
・研究・論文執筆に関するセミナーについて、出来るだけオープンな形での開
催を検討しています。全 6 回の開催テーマを資料に記載いたしました。詳細
についてはこれからとなりますが、ご意見があれば頂戴したいのですが、全
体の方向としてはこの方向で進めたいと思います。11 月号の会誌掲載を予定
していますので、このテーマでの開催について承認をいただければと思いま
す。
・非会員より PCXMC を使用した研究支援の要請があり、お誘いしたところ、技
師会へ入会されています。サポートしていきたい。
・9 月 29 日(日)に日本放射線技術学会関東支部関東 ANGIO 研究会のセミナーで
渡邉が教育講演を行います。内容は IVR 分野の DRL 調査・報告についてです
が、関東甲信越診療放射線技師学術大会、JART 学術大会で発表しているスラ
イドの一部を使用したい。委員会担当の田島副会長、各研究発表者の了解は
頂いていますが、理事会での了解を頂戴したい。

（大内会長）スライド使用について私はよろしいかと思いますが、ご意見あり
ますか。
（発言なし）
（大内会長）資料発送の費用はどうでしょう。
（伊藤財務理事）問題ありません。
（大内会長）それでは、スライド使用、調査結果の送付について承認いただき
承認

たい。
11.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）実行委員会で審議します

3-2

公益渉外活動・イベント
（金岩理事）11月30日(土)開催のチャレンジかながわ2019のスタッフについて
渉外委員会から5名出席の予定ですが、理事からもスタッフ参加をお願いした
い。また、催物として、JARTレントゲン週間で使用した資料を拝借できない
か、お聞きしたい。
（引地理事）当日は統一講習会を開催するので、申し訳ありません。
（松尾理事、伊藤理事）参加は可能です。
（大内会長）参加できる方はぜひお願いしたい。また、ハローヨコハマについ
ても、スタッフの励みになるのでブースの訪問などお願いしたい。

3-3

JART 関連セミナー・講習会
引地理事より説明 資料Ｐ17
・今年度第 3 回目の業務拡大に伴う統一講習会を 9 月 28.29 日に北里大学病院
で開催します。また、第 4～6 回についても日程が決定しています。お声かけ
をお願いします。第 4 回については会誌 282 号に掲載いたしました。
・9 月 1 日（日）フレッシャーズセミナーを国際親善病院で、36 名の出席で開
催しました。

3-4

JART 診療放射線技師実態調査
（大内会長）JART の実態調査について、メールが届いていると思います。締切
は 11 月 30 日です。神奈川には 50 件の調査依頼が来ています。各委員会委員
の皆さんにもご協力を依頼して下さい。

3-5

公益事業検討委員会提案事項
津久井理事より説明
・9 月 19 日(金)委員会開催。

P45

・第 5 次中長期将来計画答申書を基に検討を行い、短期・中期・長期の目標振
り分けを行いました。この中で、短期・中期目標について、各委員会への振
り分けを行いました。各委員会 2 項目程度を選定しています。各委員会でご
検討いただき、来年度の活動に取り入れていただきたい。また、可能であれ
ば、予算案に計上もお願いしたい。今後、11 月末日までに各委員会からの意
見、進捗状況を報告していただき、まとめて、委員会から 12 月理事会へ報告
していきたい。
・委員会では今後、月 1 回の会合を予定し、中期以降の目標の検討を行いたい。
（引地理事）第 5 次中長期将来計画答申書を再度、お読みいただき、検討をお
願いします。
（津久井理事）重ねてのお願いですが、第 5 次中長期将来計画答申書を基に項
目設定を行っていることをご理解いただき、各委員会へ持ち帰り、ご検討を
お願いしたい。
（大内会長）将来計画答申書に基づいた事業計画は初めての取り組みではあり
ますが、ぜひ、各委員会で検討、実行をお願いしたい。また、進捗状況の報
告も併せてお願いしたい。
（江川理事）委員会での検討は報告するだけでよいのですか。
（伊藤理事）各委員会で検討し、実行までが依頼内容と考えますが。
（引地理事）各委員会で検討いただき、実行することが前提です。
3-6

その他
・
（大内会長）12 月理事会開催日についてについて、12 月 19 日（木）に変更し
ます。

承認

・
（大内会長）消費税変更に伴い、役員の交通費が変更になりますが、事務局で
変更を行いますので、各自での申請は必要ありません。ご承知ください。

承認

・
（大内会長）
JART 学術大会実行委員 6 名の皆様にそれぞれ、
交通費として 10.000
円を支給したいが、ご意見を頂戴したい。
（意見なし）
・（大内会長）それでは、10.000 円支給について、ご承認いただきたい。
・
（大内会長）役員名刺の不足している方の印刷を行います。必要な方はご請求
下さい。
・
（大内会長）放友会の、六ケ所村日本原燃原子燃料サイクル施設の見学者募集
について、当会より、佐藤副会長、濱田災害対策委員会幹事が参加します。
また、六ケ所村日本原燃原子燃料サイクル施設見学記録作成の後援依頼が来
ています。ご意見を伺いたい。
・
（江川理事）見学についての記録だけですか。
・
（大内会長）見学後に感想等を冊子にする意向のようです。
・
（上遠野理事）冊子作成の趣旨や内容がわからない時点での後援承認は難しい
のではないか。
・（江川理事）会長のお考えは
・
（大内会長）冊子の内容を見てから、理事会で判断しようと考えます。

承認

放友会にはそのように、回答いたします。

承認

（印南理事）渡邉理事からの水晶体に関する資料はそのままＨＰへの掲載は大
丈夫でしょうか。
・
（渡邉理事）厚労省が公開している文書なので大丈夫です。
回答が必要な文章として
・天皇陛下即位礼正殿の儀 祝賀広告 ご案内は辞退する。
【神奈川新聞総合サービス】

承認

・
（渡邉理事）研究・論文執筆に関するセミナーについて、全 6 回の開催テーマ
を資料に記載いたしました。詳細についてはこれからとなりますが、全体の
方向としてはこの方向で進めたいと思います。参加者募集を 11 月号の会誌に
掲載を予定していますので、このテーマでの開催について承認をいただけれ
ばと思います。
承認

・
（大内会長）ご意見がなければ、承認をお願いします。
・（津久井理事）会誌 11 月号に掲載いたします。
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

