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（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（第 2 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
・登記等の行政書士との打合せ

6月

6 日（月）

・JART 代議員研修会

6 月 10 日（金）

・JART 第 77 回定時総会

6 月 11 日（土）

・三役会議

6 月 14 日（火）

・県医療専門職連合会総会

6 月 17 日（金）

・その他①県会員の動向
2－2

各委員会報告
・総務（総務）

資料有

・総務（財務）

資料有

・総務（庶務）

資料有

・渉外

資料有

・組織

資料有

・学術

資料有

・編集

資料有

・広報

資料有

・医療被ばく最適化推進

資料有

・厚生

3

審議事項
3－1

第 4 回公益社団法人神奈川県放射線技師会総会の総括

3－2

公益渉外活動・イベント

3－3

JART 関連セミナー・講習会

3－4

拡大役員会

3－5

地域連絡協議会

3－6

財務委員会設置

3－7

ホームページ開設

3－8

創立 70 周年記念大会（仮）準備

3－9

その他

その他報告事項
1 放射性医薬品を投与された患者の退出について（依頼）
2 第 35 回神奈川県病院学会の日程について 開催日

【県保健医療部長】

11 月 15 日（火）

【県病院学会】

3 平成 28 年度第 1 回理事会（書面審議）結果報告について
4 平成 28 年度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）
【県健康危機管理課長】
5 一般社団法人移行及び名称変更のご挨拶
〔旧〕神奈川県医療社会事業協会
→

〔新〕一般社団法人 神奈川県医療ソーシャルワーカー協会

6 第 25 回在宅医療・介護セミナー事業報告書

【県保険医協会】

※回答が必要な文書
7 第 35 回神奈川県病院学会に係る協力団体の名義使用及び研究発表（一般演題）
の募集について（依頼） 要回答

【県病院協会】

8 第 35 回神奈川県病院学会に係る運営協力について（依頼）
7 月 29 日までに回答【県病院協会】
9 近藤正樹先生（元県医師会副会長）旭日双光章受章祝賀会（案内）
6 月 30 日までに回答
10 2016 年西湘放射線技師会納涼会ご招待の案内 7 月 8 日までに回答
11 「日本医療マネジメント学会第 16 回神奈川支部学術集会」に対する後援名義使用の許
可について

7 月 29 日までに回答

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

前回（第 2 回）理事会議事録確認

１

伊藤理事説明

議題１の第１回理事会議事録に軽微な修正がありましたが承認されていま
す。議題 3-1 で総会での表彰者、感謝状の贈呈者について、個人、団体の
確認をし、承認されています。その他、会費免除申請が提出されていて書
類に不備はなく承認されています。仙臺監事の総評をいただき、終了して
います。加筆、修正の意見なし
議題

２

報告事項

２－１

会長報告
・登記等の行政書士との打合せ。

承認

6 月 6 日（月）

安部総務委員、大内会長、佐藤副会長、江川理事、印南理事と行政書士
を交え、登記の打合せを行いました。
・JART 代議員研修会

報告

6 月 10 日（金）

JART 総会前日に開催されました。大内会長と松本理事が出席しました。
・JART 第 77 回定時総会

報告

6 月 11 日（土）

神奈川代議員 8 名（羽布津、山﨑、大内、松本、江川、安部、松本、上
遠野）で出席いたしました。上遠野理事より報告をお願いいたします。

報告

上遠野理事より配布された報告書にそって、総会参加報告。
JART 第 77 回定時総会

開催日

平成 28 年 6 月 11 日（土） 東京日経ホ

ールで開催。全国 178 名の代議員が出席、総会資料に沿って進行、全て
の議事が提案通り可決、役員選挙が行われ、定数以内の立候補のため信
任投票が行われ全員が信任されています。
・三役会議

報告

6 月 14 日（火）

二役、三役、四役の説明
会長、副会長を二役と呼びます。三役は会長、副会長、総務委員長（総
務理事）
、四役は三役に財務委員長（財務理事）を加えます。
三役会議では本日の理事会の打合せを行いました
・県医療専門職連合会総会

報告

6 月 17 日（金）

会長、副会長は連合会の理事であり、ほとんどの技師会理事のみなさん
は連合会代議員です。総会は議案通り承認されて閉会いたしました。
・会員の動向の報告、5 月 31 日現在会員数 1390 名

報告

賛助会員 40 社です。

本日、賛助会員申請１社の承認をいただきたい。
申請会社：株式会社 Sansei
賛助会員は４１社になります。

承認

議題番号
２－２

報告事項 ・ 審議事項
各委員会報告
１総務委員会報告：江川理事
・6 月 20 日委員会開催

資料に沿って報告

P2 に議事録を掲載しています。ご確認ください。

・第 4 回総会、各委員会のご協力で終了いたしましたありがとうございま
した。7 月 1 日には拡大役員会が開催されます。こちらもよろしくお願い
します。
・役員変更に伴う登記等に関する打合せ事務作業を行っています。
・平成 29 年新春情報交歓会は平成 29 年 1 月 13 日（金）崎陽軒本店で開催
が決定しています。各自、日程調整をお願いします。
２渉外委員会報告：金岩理事

承認

資料に沿って報告

・6 月 14 日渉外委員会を開催しています。
・活動報告

6 月 2 日 横浜市泉区健康づくり活動フェアでのイベントに於

いて「乳がん検診説明」を 100 名ほどの方に行いました。資料に報告書
を掲載しています。
・検討課題

骨密度測定機器について。従来、有償でのレンタルであった

が、今回、新たに日本光電より無償で借用が出来たので、今後、正式に
借用条件を確認したい。
・今後の課題：開催イベント数について、行政関連イベントは増やしてい
きたい。イベントで使用するグッズの検討を今年度行っていく。
・資料に掲載されているイベント開催時のトラブルに対して、対策を検討
されているか、ある程度、毅然とした態度で臨むことも必要ではないか。
・相模原はお祭りなので、アルコールの販売もあり、注意を促しています。
骨密度の検査結果についてはあくまでも簡易的な検査の結果であること
を強調するように徹底している。
・昨年度、駒澤大学奥山先生より骨密度装置を借用していましたが、今年
度からは借用しないでよろしいか（江川理事）
・今年度からは借用をお願いしないことで進める（大内会長）
・奥山先生には私から連絡します（江川理事）
・渉外活動・イベント開催は組織委員会とも連携してよろしくお願いした
い。また、イベントで使用するグッズの検討は必要と考えます。委員会
でしっかりと検討をお願いします。（大内会長）
３組織委員会報告：松尾理事

承認

資料に沿って報告

・委員の交代を報告
横浜西部地区 柴田委員→和田委員
横浜中部地区 石原委員→今年の 12 月で退任予定、後任を検討中
・7 月 15 日西湘放射線技師会納涼会に出席します。
・7 月 16 日定例会を横浜市東部病院で開催。
・8 月相模原地区勉強会に講師として出席します。
４学術委員会：田島副会長
・6 月 10 日 委員会開催

資料に沿って報告

承認

・第 32 回 JCRT（岐阜大会）の座長推薦が依頼されています。学術委員会で
（血管：田島

CT：飯塚

MRI：引地 RI：尾川）4 名を決定しました。

審議事項
・28 年度実践セミナーの第 4 回マンモポジショニング実践セミナーを 9 月
3 日に開催しますが、講師の技術指導負担が大きいため、講師謝礼金を充
実させたい。そのため、参加費を従来の会員 1000 円、非会員 3000 円か
ら会員 2000 円、非会員 4000 円に値上げしたい。ご審議いただきたい。
・講習会の内容を考慮すると、もっと高額でもいいくらいなので、値上げ
には賛成です（松尾理事）
・講師とスタッフの人数は適切ですか、削減は可能ですか（伊藤理事）
・講師は５人、スタッフは４人です。講習内容、事務作業を考慮するとギ
リギリの人数です。（田島副会長）
・会員と非会員の金額差はどのように考慮されているか（山﨑監事）
・会員と非会員の金額差は２倍で設定しています。
（田島副会長）
・講習会参加費用については提案通りでよろしいか（大内会長）

承認

・神奈川県病院学会の学術大会への写真係 2 名派遣についてはどうなって
いるか。（江川理事）
・11 月 15 日開催の連絡が届いたばかりなので２名の選定に至っていません。
以前より、写真係 2 名派遣については役員全体で対応する方針とし、係
員の選定は学術委員会一任となっています。昨年までは学術委員会一任
において総務委員会で対応となっていました。次回、理事会で検討した
い。
（大内会長）
５編集委員会：上遠野

継続
資料に沿って報告

・6 月の委員会開催はありません。メール配信のみで行っています
・会誌 263 号は 7 月 25 日（月）発行予定で準備を進めています。巻頭言は
大内会長、社会貢献者紹介で叙勲の元日本鋼管病院の本田義和さんから
原稿を頂戴しています。熊本地震 DMAT 報告を川崎病院小野欽也さんから
寄稿いただく予定です。目次案をご参照ください。6 月 27 日（月）編集
会議を予定しています。巻頭言の執筆順を会長以降、佐藤副会長、田島
副会長、千田監事、山﨑監事の順でお願いします。コラムの順番は次号
からは上遠野、津久井の順でそれ以降は新任の理事さんから順にお願い
したいと思います。次回理事会で正式にお願いしたいと思います。
・本会の事業日程の掲載についてどのようにしましょうか。
・事業については現時点では日時未定の事業が多く、ホームページで見て
いただく方がいいのではないか
・事業日程は会誌に掲載しないことに決定

承認

・厚生委員会の活動報告が未提出ですが、今月の活動としては会誌 263 号
に平成 27 年施設調査報告を掲載させていただく準備をしています。今ま
では、別冊での発行にしていましたが、費用もかさむため、公益性のあ
る内容に変更して、会誌掲載をお願いしています。厚生委員会の報告と
させていただきます。
（渡邉理事）

報告

６広報委員会：印南理事

資料に沿って報告

・6 月 9 日に委員会開催、ホームページリニューアルについて、委員会で準
備を進めています。各理事にはご意見をいただき、ありがとうございま
す。オープンの日程などは審議事項で説明します。
・技師会保有の PC について、Windows10 への移行について審議いただきた
い。
・Windows10 への移行は今後、有料になるので、早いほうがよい。Windows7
からの移行なら問題ないはず（松尾理事）
・技師会所有の PC についての Windows10 への移行について広報委員会一任
で対応をお願いしたい（大内会長）
７医療被ばく最適化推進委員会：渡邉理事

承認
資料に沿って報告

・KANAGAWA70 について概略を説明。（資料有）
目標として神奈川県の 70％以上の施設の医療被ばくの評価が実施されて
いることを設定している。
神奈川県版診断参考レベル（DRL）策定をめざす。
医療被ばく最適化推進因子の把握。
・各施設からのデータの返送が終わり、今後、評価データの送付を行って
いきます。
・データ解析上、総ろ過の取り扱いが検討課題。
・論文では DRL（75％タイル）だけでなく、25％、50％タイルも参考値とし
て提案する。論文として提出した場合、論文に書かれた結果や図表の著
作権は雑誌となります。
・KANAGAWA70 の結果については、全会員の施設へ送付したい。当初、回答
のあった施設への報告を考えていたが、全施設への報告へ変更し、再度、
未提出の施設へデータ提出をお願いし調査数アップへ繋げたい、送付費
用が増額になるため、理事会での承認をお願いしたい。
８財務報告：伊藤理事

承認

資料に沿って報告

・残高試算表(A)、(B)について説明。ｐ13 の会費納入者数、％は今年度分
の会費納入者数、納入割合です。
・委員会活動での仮払い申請書について今年度も継続したい。
・交通費申請について、交通費申請書を新たに作成します。7 月から運用し
たい。理事が委員会以外の仕事で事務所に来た場合記入をお願いします。
事務所入り口の勤務日誌とあわせて記入をお願いします。
・理事以外の委員さんの対応はどうなります。
（渡邉理事）
・各委員会委員は勤務日誌での対応になります。（伊藤理事）
・P13 会費納入者数の記載と棒グラフの数字があっていない。
・上段の納入者数の記載が正しい。
（伊藤理事）
・交通費申請については、財務や事務局の財務処理がしやすい方向でご協
力をお願いします。
（大内会長）
各委員会報告終了

承認

議題３

審議事項
３－１

第４回公益社団法人神奈川県放射線技師会総会の総括
・会長より総会への意見が求められるが、理事より発言はなし

３－２

公益渉外活動・イベント：金岩理事より発言
・年間で 10 イベントへ参加を予定、既に 3 イベントが終了。７月から９月
にかけて申し込みが集中している。
・決定した参加イベントについては報告を下さい。できるだけ協力したい
（大内会長）
・骨密度測定装置について、奥山先生に本会として、今までの協力にお礼
状を出してほしい。（山﨑監事）
・了解しました（大内会長）
・イベント日程は広報委員会にも連絡を頂きたい。ホームページへ掲載し
たい。（印南理事）

３－３

承認

JART 関連セミナー・講習会

田島副会長より資料に沿って発言

・フレッシャーズセミナーを今年も開催。会場は国際親善病院です。７月
20 日から 1 か月間、参加人員 50 名で募集をしますので、声掛けをお願い
します。
３－６
議題順変更

承認

財務委員会設置について

大内会長より発言

・現在、総務委員会の中に財務担当を置いていますが、財務は大きな仕事
なので、総務委員会から独立した委員会にしたい。本日の理事会でご承
認いただきたい。

承認

・総務委員会に庶務担当を分けていますが、総務のみにまとめて庶務担当
を削除したい。本日の理事会でご承認いただきたい。

承認

・医療被ばく最適化推進委員会は現在、特別委員会となっているが、常設
の委員会への移行をお願いしたい。（渡邉理事）
・二役、三役でも検討していますが、論文ありきの委員会で、結果を会員
にフィードバックできても、会誌やホームページに掲載できないのでは
常設委員会はむずかしいのではないか、特別委員会のままで今後の状況
を判断したい。（田島副会長）
・ご意見は理解できます。提案は保留にさせていただきます。（渡邉理事） 継続
３－４

拡大役員会

江川理事発言

資料に沿って報告

・各委員会の委員連絡票の提出をよろしくお願いします。
・拡大役員会配布用マニュアルの確認をお願いします。
組織図の変更点、財務委員会を新設しています。医療被ばく最適化推進
委員会は特別委員会に入っています。庶務も総務に変わっています。
・渉外委員会の幹事が不在になっています。6 月 27 日（月）までに報告を
下さい。
・財務委員会の担当役員はどなたでしょう。
・6 月 27 日（月）までに報告します（大内会長）
・地区委員名簿を記載しています。並びに各地区の担当理事を記載してい
ますご確認下さい。

・ブロック会長名簿記載しましたが、どうでしょう
・表記を地区会長でお願いします。（松尾理事）
・研究会連絡先については、それぞれ確認を取っています。
・28 年度事業計画は総会資料から転記しました
・事業組織体系図を総会資料から転記しました
・入会申込書を記載しました。前回からの変更点は異動届を会員情報変更
届に変更しました。
・6 月 27 日（月）に印刷を始めたいので、変更があれば、それまでに連絡
をお願いします。
３－５

地域連絡協議会について

承認
大内会長発言

・草柳会長が会長職を辞任いたしました。現在、会長不在となっています。
当面、連絡係として松尾理事に対応して頂きます。
３－７

ホームページ開設について

印南理事発言

承認

資料に沿って説明

・ホームページリニューアルについて 7 月 15 日を運用開始日にしたい。
・メールアドレスに関して p28 参照

現行のアドレスを事業用、新アドレ

スを会員用として当面、運用したい。
・ホームページの運用方法について、9 月までは広報委員が入力作業を行い
ます。10 月以降は各委員会担当者が入力作業を行っていただくように変
更したい。
・ホームページ変更について他県技師会にお知らせを出すべきか審議をお
願いします。
・フレッシャーズセミナーの申し込みは 7 月 20 日開始で問題ありませんが、
マンモグラフィーセミナーの申し込みがリニューアルをまたいでしまっ
ているので、問題があります。どちらのアドレスからでも申し込めます
が、2 つアドレスがあると混乱しないかと心配があります
・7 月 15 日以降にセミナーのお知らせを公開しても問題ありません。
（田島
副会長）
・どちらのアドレスからでも申し込み可能であれば、問題はないのではな
いか
・ホームページリニューアル公開日は 7 月 15 日を予定していますが、理事
会決定としては公開日は広報委員会一任としたい（大内会長）

承認

・各都道府県技師会へは、リンクが変更になったことは連絡しないと失礼
にあたる。（松尾理事）
・各都道府県技師会、JART 等への連絡を広報委員会にお願いします。
（大内
会長）
３－８

創立 70 周年記念大会について

承認
大内会長発言

・来年度、神奈川県放射線技師会創立 70 年を迎えます。記念大会開催にあ
たり、大会長、実行委員長を本日、決定したい。
大会長は大内、実行委員長に田島副会長を承認いただきたい。承認をい
ただいてから準備を開始したい。
第 17 回学術大会も来年度が開催年となりますが、合わせて、開催を検討

したい。
・来年度、記念大会と第 17 回学術大会は別々に開催するのか（渡邉理事）
・これを含めて、今後、実行委員会で検討させていただく（大内会長）
３－９

承認

その他
・事務所マンションの入り口、事務所入り口の暗唱番号について、新任理
事の方は各自、確認をお願いします。（大内会長）
・理事会開始時間について、次回理事会で確認しますので、開始時間の検
討をお願いします。

継続

・委嘱状の送付についてですが、各委員会の委員さんで今回、新しく委員
に就任された方々は各所属の所属長から委員就任の許可を取っているの
か、ご確認をお願いします。事務局が必要な情報なので、江川理事まで
報告をお願いします。
（田島副会長）

継続

・所属長が変更になっている施設もあり、登録票の委嘱状送付先の欄にチ
ェックのない方もいますので、事務局では委嘱状送付の事務作業に全員
の確認がいただきたい。（江川理事）

継続

・財務委員会新設にあたり、分掌規程を変更いたしますので、追加で変更
するべき事項がないか、ご確認をお願いいたします。

継続

・統一講習会に関連して、技師会再入会を希望する場合、この間の会費を
支払う必要はありますか。（松尾理事）
・会費未納で退会になっている場合は、未納分を収めることで、再入会が
可能です。また、正式に退会していれば、再度、入会という手続きにな
ります。（田島副会長）
山﨑監事

報告

講評

・理事会お疲れ様でした。新任の理事さんは慣れないことが多いですが、
よろしくお願いします。神奈川県放射線技師会の理事として公益法人と
しての方向性を堅持しつつ、今後、いかに自分たちの会として発展させ
ていくか、考えていただきたい。ご苦労様でした。
・選挙管理員会の欠員補充をお願いしたい。
・選挙管理委員会欠員補充については人選を二役に一任いただきたい。候
補者が決定すれば、理事会にお諮りします。（大内会長）

承認
以上

