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1

前回（第 3 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
・JART 主催統一講習会

6 月 25 日・26 日（土・日）

・四役会議

6 月 29 日（水）

・拡大役員会

7 月 1 日（金）

・神奈川県保健福祉局との打ち合わせ

7 月 8 日（金）

・神奈川県医療専門職連合会理事会

7 月 12 日（火）

・二役会議

7 月 12 日（火）

・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

公益社団法人

神奈川県放射線技師会

3

審議事項
3－1

拡大役員会の総括

3－2

公益渉外活動・イベント

3－3

H28 年度神奈川県放射線技術講習会

3－4

JART 関連セミナ－・講習会拡大役員会

3－5

神奈川県病院学会

3－6

熊本地震の義援金について

3－7

創立 70 周年記念大会の実行準備委員会

3－8

その他

その他報告事項
1 医療事故情報収集事業第 45 回報告書の公表等について（依頼）

【県保健医療部長】

2 レントゲン週間イベントについて

【JART】

3 第 62 回神奈川県公衆衛生学会の開催及び演題募集について

【県公衛協】

4 平成 28 年度横浜市医療局病院経営本部医療技術・行政職員採用選考等受験案内について
5 平成 28 年度神奈川県がん検診担当医師・技術講習会の受講者募集について（ご案内）
6 ピンクリボンニュ－スジャパン 2016 夏号の送付とポスター掲示のお願い
7 第 20 回医療・健康フェスティバルの案内チラシ送付について
8 第 23 回 AIDS 文化フォ－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）
9 平成 28 年度中区火災予防協会防災施設研修会の開催について（御案内）
10 平成 28 年度中区自衛消防隊消防操作技術訓練会及び事前説明会のご案内
11 会長就任挨拶・・・

①（公社）神奈川県栄養士会 会長
②（公社）京都府放射線技師会

濱谷

会長 河本 勲則

③（公社）石川県診療放射線技師会 会長
④（公社）奈良県放射線技師会
12 役員改選挨拶・・・

川嶋 正広

会長 水野 吉将

①（公社）日本診療放射線技師会
②（公社）大阪府診療放射線技師会
③（公社）横浜市病院協会
④東芝メディカルシステムズ（株）
⑤富士フィルムメディカル（株）

由美子

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

前回（第 3 回）理事会議事録確認

１

上遠野理事説明

・訂正事項
議題 3-9「未納分を収めることで会員資格を継続になります」
→「未納分を収めた上で再入会になります」
議題 2-2-4 病院学会写真係りについて、
「全体で対応し分担は学術一任」
議題 3-8 発言者名 （渡邉理事）を追加
議題 2-1 神奈川代議員 9 名→高橋さんを抜いて 8 名出席
上記を修正することにより承認されています
議題

２

報告事項

２－１

会長報告

承認

・JART 主催統一講習会：審議事項 3-4 で報告します
・四役会議：拡大役員会について審議
・拡大役員会：審議事項 3-1 で報告します
・神奈川県保健福祉局との打ち合わせ：県技術講習会の打ち合わせとして
大内会長、田島副会長、尾川理事で参加、県は 2 名参加
・神奈川県医療専門職連合会理事会：会長、副会長 3 名で出席、臨床工学
技士会事務所にて開催。8 月中旬に医専連広報委員会で市民公開講座につ
いて検討
・二役会議：理事会の審議事項について検討
・県の会員動向：6 月 30 日現在 1400 名 賛助会員 41 社
・JART 新任会長研修会 7 月 24 日（日）新会長 9 名中 7 名出席、事業説明
を受ける。静岡県医療科学専門学校設立計画にあたり 4 年生大学への移
行を促している
２－２

報告

各委員会報告
財務委員会の会費合算について、編集委員会の会誌広告については審議
事項の、その他で審議します、他の委員会は紙面報告をして、その場で
審議します（大内会長）
１総務委員会報告：江川理事
・7 月 16 日委員会開催

資料（P5～）に沿って報告

P6 に議事録を掲載しています

・拡大役委員会は審議事項で行う
・役員変更に伴う登記、7 月 20 日に登記完成、司法書士より今後の資料作
成の参考にと指摘あり（資料 P5 参照）
・公益インフォメ－ション（行政への届出）7 月 26 日登録申請完了してい
ます

報告

２財務委員会：伊藤理事

資料（P15～）に沿って報告

・残高試算表にて入会金、会費の納入内訳を報告、各委員会は執行状況を
確認しておいてください
・先月会費納入者、当年度過年度合わせて 135 名、新入会者数 4 月から 31
名

今月 10 名の入会者のうち 1 名は転入会員のため残高試算表には 9 名

の入会ということになっている

報告

・会費納入者数・新入会員数のグラフ縦軸の表記を修正してください
（大内会長）
３組織委員会報告：松尾理事

資料(P23～)に沿って報告

・7 月 15 日西湘地区放射線技師会、7 月 20 日横浜北部地区放射線技師会納
涼会に参加
・活動報告 施設見学を兼ねて済生会東部病院で勉強会開催、FPD の撮影条
件の実験とアンケート作成の件が検討された
４学術委員会：引地理事

報告

資料（P25～）に沿って報告

・7 月 8 日委員会開催
・実践・支援セミナ－の日程が決定。支援セミナ－8 月 18 日横浜市社会福
祉センタ－で開催（資料 P28 参照）
、実践セミナ－9 月 3 日聖マリアンナ
医科大学ブレスト＆イメ－ジングセンターで開催（資料 P29 参照）、女性
を対象としたセミナ－なので高橋講師が女性スタッフとして加わりまし
た
・学術委員新メンバ－として川崎市立川崎病院、歌代

玲奈委員が加わっ

た

報告

５編集委員会：上遠野理事

資料（P33～）に沿って報告

・6 月 27 日編集委員会開催
・KART 神奈川放射線だより No263 号 7 月 25 日発行済
・No264 号目次案（資料 P34 参照）巻頭言佐藤副会長、寄稿「熊本地震 DMAT
派遣報告」につきましては長文であった為、前・後編と分割して次号は
後編を掲載します、コラムは上遠野理事、
「医療業界を知る」は島津製作
所が決定している
・巻頭言・コラムの執筆順を確認ください

報告

・神奈川県放射線技術講習会プログラムを No264 号に掲載していただきた
い（引地理事）
６厚生委員会：前原理事

承認
資料（P37～）に沿って報告

・会員調査の報告書作成し会誌に投稿した
・平成 28 年度ゴルフ大会の日程が決定、10 月 30 日 リバ－サカワゴルフ
クラブにて開催（資料 P38 参照）会誌 9 月号に掲載予定
７渉外委員会報告：松本理事

報告

資料（P39～）に沿って報告

・今後の予定 「ハロ－よこはま」が 10 月 9 日に開催、渉外と管理士部会
が参加予定、
「健康チャレンジ」の幹事会 8 月 4 日出席予定、「湯河原健
康ディ」協力依頼がありました、詳細が分かり次第報告します
・
「ハロ－よこはま」次号会誌に原稿を出していただければ予告が間に合う
（上遠野理事）
医専連に 8 月頭までに内容を出してくれと依頼されている、昨年と同様
乳がん啓発・被ばく相談で返事をしている、他の情報的なものはない
（大内会長）
広報はどうでしょうか？「ハロ－よこはま」から出ているものに技師会
協賛の掲示をするなどでは（田島副会長）

報告

「ハロ－よこはま」側から出ている広告＋技師会からのお知らせを渉外
で考えていただき会誌に掲載予定とする。

承認

８広報委員会：印南理事・津久井理事 資料（P41～）に沿って報告
・7 月 5 日に委員会開催
・7 月 15 日 HP がリニュ－アルされ無事スタ－トした、新設定事項は資料を
確認して下さい
・10 月以降の入力作業におけるマニュアル作成・委員会研究会への入力説
明会 9 月に 3 回開催するために 8 月に検討委員会を開催予定
・HP 指摘事項へのまとめも資料を確認して下さい

報告

・バックアップサ－バ－の契約について「さくらインタ－ネット」のレン
タルサーバ－を検討している、他社との比較も行っているが大体年額
1300 円位の費用がかかる
財務に問題がなければ委員会一任とする（大内会長）

承認

・賛助会員を関連団体リンク集に掲載可否の件、各都道府県技師会・他医
療団体は掲載しているが現在賛助会員は公開していない状況である
前 HP の時も広告媒体としてとして収入を得るかという話があり、そのま
ま頓挫した（田島副会長）
賛助会員も広告してあげなければいけないと思う（大内会長）
バ－ナ－を張った広告として扱うと事も可能となる、理事会決定しない
と先に進まない（田島副会長）
賛助会員さんのペ－ジを作成してそこからリンク、アクセスが容易にな
るので会員にもメリットがある、これをきっかけに賛助会員が増えるの
では（松尾理事）
広告費を取るべきである（田島副会長）
以上を踏まえて印南理事より説明、現在 41 社 新ペ－ジを作成すると追
加費用が必要（印南理事）
確認ですが、メ－カ－の HP だけに飛ぶものなのか否か（田島副会長）
リンク先は指定に憂慮している、各社にリンク先の確認を行おうと考え
ていますが、そのリンク先によって広告媒体としての性質があるのを危
惧している。また HP を所有していない会社に関しては名前のみの掲載を
予定している（印南理事）
この審議事項は保留とさせていただきたい（大内会長）

継続

関連団体リンク集が見つけにくい、見つけやすくできないか（江川理事）
検討させていただきます（印南理事）
・議事録会長印・監事印について
判を悪用されないようにしなければならない（田島副会長）
議事録会長印・監事印を HP 用として削除する
・事業計画、予算書、決算書の掲載について
現在は理事会資料、理事会議事録、総会議事録、臨時理事会議事録の 4
点が掲載されている（印南理事）
他都道府県の HP では予算書、決算書すべてを出しているところはそんな

承認

に多くない、細かく掲載しなくても良いのでは、掲載しているのは、公益
法人を取得している技師会で賃借対照表ぐらいです（上遠野理事）
年間事業計画位はのせてよいのでは（山﨑監事）
事務所には自由に閲覧できる環境にあるのでそれに代わる媒体として HP
に掲載しても良いのでは（伊藤理事）
四役にて検討させていただきたい（大内会長）

継続

・トップペ－ジのお知らせが求人案内ばかりであるのが気になる、施設名
も載っているため求人誌の様相である、求人案内のお知らせは、別のと
ころに載せた方がよいのではないか求人案内が必要な人は、求人案内の
ペ－ジを探してでも行くと考える（田島副会長）
現状では入稿順にお知らせを載せている（津久井理事）
表示掲載形式を変更することは可能である（印南理事）
トップペ－ジのお知らせには新しい求人案内がある旨だけを知らせる
（松尾理事）
求人案内としてリンクする形式になっているので、お知らせからは省い
て技師会らしい内容を前面に出したいという理事会の意向ですね
（津久井理事）
最終的には広報委員会で検討していただきたい（大内会長）

継続

・地区勉強会等の案内を HP に出したい場合はどこに連絡を取ったらよいで
すか（松本理事）
現状と変わらず事務所にメ－ルでお願いしてください、新旧メ－ルアド
レスが利用可能です（津久井理事）
９医療被ばく最適化推進委員会：前原理事・渡邉理事 資料（P43）に沿っ
て報告
・委員会を 7 月 30 日、8 月 27 日に開催し平成 27 年度調査結果等を送付予
定。解析結果表の封筒つめ作業を事務局と協力相談して行う、施設によ
り内容が違うので結果表を入れるまでは委員会で責任を持って行いたい
・解析結果表のサンプルを閲覧、見方・内容を説明

報告

・カラ－、グレ－スケ－ル印刷方法について検討している
修正する部分がなければ、ネット印刷に任せたらコストも下げられるの
では（上遠野理事・田島副会長）
30 日に委員会で検討してください（田島副会長）
委員会一任にします（大内会長）
各委員会報告終了

承認

議題

３

審議事項

３－１

拡大役員会の総括：江川理事より説明
・出席者数 52 名にて無事に終了した
・会務マニュアルに訂正事項があったため、総務委員会で次回役員会まで
に修正を行う

報告

・財務委員会新設に伴う分掌規程の改定が必要。今年度をめどに制定して
いく

報告

・財務委員会、災害対策委員会担当理事が 1 名となっている、規程に外れ
るので改定が必要、総務委員会で案を作成し理事会承認を得たい
規程では担当理事が 1 名の場合は担当副会長が副委員長を兼任するとな
っている（伊藤理事）
担当を変えるのではなく規程の文言を修正します、今の配置に合った形

３－２

で作成してください、総務委員会一任とします（大内会長）

承認

・選挙管理委員の補充の件、汐田総合病院の曽我部さんに決定

報告

公益渉外活動・イベント：松本理事・金岩理事より発言
・レントゲン週間において JART からの後援依頼があります、神奈川でやる
ならば JART の後援をとりますかという件について審議願いたい
委員会としては他のイベントを行いますので JART の後援はいりませんと
いう事を委員会決定します（大内会長）

承認

・横浜市からのイベントの依頼がいまだ来ていない、平塚市などにメ－ル
で問い合わせたところ小規模の開催のため依頼は無しになった。横浜市
から技師会宛てに依頼は来てますでしょうか、こちらから問い合わせて
よいものか
会長名では来ていません、準備の問題もあるので連絡先が分れば問い合
わせてください（大内会長）

承認

・県内で技師会として参加できるイベントが他にもないか、組織委員会、
地区委員を通じで問い合わせ中です、まだ数が少ないので報告できる段
階ではないです。（金岩理事）
３－３

報告

H28 年度神奈川県放射線技術講習会：引地理事より説明
・プログラムが決定（資料 P27）
、平成 29 年度の開催候補日、第 1 第 2 希望
を県の担当者に提出予定（資料 P25）

３－４

報告

JART 関連セミナ－・講習会：田島副会長より説明
・6 月 25・26 日 第一回統一講習会神奈川大会を横浜市大福浦キャンパス
にて 78 名の参加で行いました（資料 P26）
、次回からも 100 名規模で行い
たいが第 2 回は会場が未定です、皆さんの提供をお願いしたいが、非常
に大きな会場が 3 つ必要（100～150 名 1 室、50 名規模 2 室）施設ご存知
の方がいれば情報を願いたい。
第 3 回は県立がんセンタ－に決定している

報告

・フレッシャ－ズセミナ－8 月 28 日に開催します、順次申し込みは行われ
ていますが、お知り合いの方に参加を呼び掛けてください

報告

・基礎技術講習会 1 月 22 日に国際親善病院で開催が決定
３－５

報告

神奈川県病院協会：田島副会長より説明
・病院学会写真係り持ち回りの件、渡邊理事の KANAGAWA70 と厚生委員会か
ら 2 名選出していただきたい、委嘱状も出ますのでよろしくお願いいた
します
単年で行いたい、来年は再考します

３－６

承認

熊本地震の義援金について：大内会長より発言
・
（資料 P1）JART の研修会の際にも協力要請がありました、7 月 26 日が義
援金受付の最終振込日になります、技師会事務所の福祉の箱にある 12322
円を義援金に使えないか審議してください
いつもの義援金はどちらに出しているのですか（佐藤副会長）
福島の時は神奈川新聞社です（田島副会長）
福祉の箱は目的があって集めている寄付金ではないので、問題ないので
は（津久井理事）
この後も続きますか（松尾理事）
中澤会長が熊本に出向くそのタイミングで義援金を渡すという事で今後
は未定です、理事会決定として JART に送金して熊本地震義援金とさせて
いただきます

承認

本日参加の皆様の気持ちもお願いいたします（大内会長）
３－７

創立 70 周年記念大会の実行準備委員会：田島副会長より説明
・実行委員会設立のための準備委員会を立ち上げさせていただきました
（資料 P3）この中で開催時期と会場を決めて実行委員会に移していくやり
方を取りたい、50 周年の時は記念学術大会と合同、60 周年の時は記念大
会という形で行っており、合同でやるのも過去に事例がないわけではあ
りません
早めに実行委員会を立ち上げ調整を図りたい、次回の理事会に報告でき
るよう進めていきます（大内会長）

３－８

その他
会費合算請求について：伊藤理事より説明（資料 P9～）
・P11 からの資料は日放技から送られてきたもので、日放技会費に都道府県
会費を合成した金額で会員へ請求することとなっています
現在 KART の会費は神奈川県技師会から請求させていただいていますが、
これを JART と一緒にやるという事です、運用するに当たり財務として今
後やらなければならない事、JART に問い合わせた事項が資料に記載して
あります（資料 P9 参照）今後、この運用にするかしないかを検討するた
めの資料です
JART との会費合算請求をしていないのは 2 県だけ、他都道府県はメリッ
トがあるからやっているのでしょう、また事務局会計の負担減につなが
ると思うので今後検討していく（大内会長）
神奈川県だけに入会している会員はどうなりますか（江川理事）
KART が独自に請求する、その会員を把握する必要がある（伊藤理事）

報告

払う方は一括で払えるメリットが大きい（松本理事）
一度に払う金額が多くなるので分割したい会員も存在する（田島副会長）
会としては 2 者択一になる、個人では選べない、作業としては総務と財
務、事務局で行うことが多くなる、定款に記載のある会員台帳の取扱い、
仕訳伝票の書き方等も調整しなければならない。
支払確認、JART は HP を見ればわかるが KART は合算で払った人にはそれ
を以て説明するとか、会員情報システムを利用か（伊藤理事）
色々変わるが、良いように変わるか悪い方に変わるかは検証してみない
とわからない（大内会長）
各職場に持ち帰って会員の意見を聞いてください（佐藤副会長）
次回の理事会の時に話しましょう（大内会長）

継続

会誌「かながわ放射線だより」広告掲載について：上遠野理事より説明
（資料 P35）
・編集委員会では会誌へ賛助会員企業の広告掲載を来年度から開始したい
広告料収入が会運営の一助になればと考えている、掲載会誌時期 268 号
（平成 29 年 5 月）
開始に当たり今後どのような手順で話を進めていけばよいか、ご意見、
お力添えをいただきたい
（他県の資料を提示）
【年発行回数・広告料金・広告収入】
公益比率は大丈夫でしょうか（松尾理事）
会誌を作ることが公益事業になっている県がほぼない、その他の事業に
なっている、収入は公 3 になります会費収入や賛助会員の収入のところ
に広告収入が記載されています、賛助会員の会費と一緒となると割り振
りが難しくなる（上遠野理事）
収益事業と見なされないようにしないといけない（山﨑監事）
他県では公 3 の事業収入の中に含まれている、広告収入だけで会誌を作
っている訳ではないとの解釈、公益になる前にも会誌に広告を載せたこ
とがなかった、企業に頼らないで会誌を作るというこだわりがあると聞
いている（上遠野理事）
他県で発刊 6 回を 4 回に変更して HP に力を入れるところもあります、そ
こで広告は HP で行う（佐藤副会長）
会員だけでなく公益という事が前面に出ているので逆にいいのかもしれ
ない、賛助会員の会費を広告費としてほしい企業もある、HP の件で会社
の広告ペ－ジへリンクします、それを含めた費用ですよという方法もあ
る（山﨑監事）
金額が大きくなりそうなので、どのように使うか、決算書に広告収入が
ないので作成する必要がある（伊藤理事）
県の担当者に相談してみては（佐藤副会長）
賛助会員さんの会費で払っている部分と広告費で払っている部分の棲み
分けを整理しておいた方がよい（渡邉理事）
HP も含めて 4 役で検討したいので継続にします（大内会長）

継続

委員の就任依頼の件：大内会長より説明
・拡大役委員会時に委員就任についてのご報告という事で委任状と一緒に
施設長宛ての形をとりましたが、不具合があった施設はありますか、前
回は施設長に委員就任の依頼をして承諾を得て委嘱状という形であっ
た、不具合のあった委員さんは申し出てください
手続きが違うがために委嘱状を受理してもらえていない施設もある
（田島副会長）
決定ありきで申請するのは組織上問題がある（渡邉理事）
任期は総会から始まっているのですが、委嘱日を入れていただくとよい
（千田監事）
総務に施設に合ったやり方を相談してください（大内会長）

承認

その他
・事務所の休みが 8 月 11 日から 8 月 18 日ですが前任理事会で休み中の FAX・
メ－ルの取り扱いについて議論があった、期間中に事務所に来た理事は
メ－ルと FAX のチェックをして下さい、メ－ルに関しては重要な案件と
思われたものはどのように処理したか責任を以て記録してください
（大内会長）

報告

・理事会の開始時間は 18 時 30 分で行う（江川理事）

承認

・議事録署名人の件、定款 34 条

出席会長、監事は議事録に記名捺印する

とある（山﨑監事）
4 役で検討します（大内会長）

継続

・次回理事会時に納涼会を予定していますが開催しますか（江川理事）
2 役で決定し連絡します（大内会長）

継続

・会員名簿の作成はありますか（佐藤副会長）
理事全員分作成配布します（大内会長）
千田監事

講評

・HP・会誌への賛助会員の取扱い十分検討していただいて失敗の無いよう
にしていただきたい
・会費の合算請求は会員のメリットを考えて検討を行ってください
・会員数が 1400 名少し寂しいので 1500 名に近づくよう何とか頑張ってい
ただきたい
・梅雨明けでますます暑くなります、熱中症に十分気を付けていただいて
頑張ってください

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

承認

