平成 28 年 9 月 29 日
公益社団法人

議

事 録・報

告

神奈川県放射線技師会

書

会議名

平成 28 年度 第 5 回理事会

開催日時

平成 28 年 8 月 25 日（木）

18：30～20：00

出席者

会

長

大内 幸敏

副会長 佐藤 英俊・田島

理

事

伊藤 今日一・渡邉

開催場所

KART

504 会議室

隆人

浩・上遠野 和幸・津久井 達人・江川

印南 孝祥・金岩 清雄・松尾

清邦・引地 利昭・尾川

俊幸

松義

前原 善昭・松本 好正
欠席者
議
議

題

監

事

千田 久治・山﨑 尚人

理

事

上遠野 和幸

長

大内

幸敏

議事録採集者

松尾

清邦

議事録署名人

大内

幸敏

千田

久治

山﨑

尚人

（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 4 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
・四役会議

8 月 5 日（金）

・創立 70 周年記念大会実行準備委員会・四役会

8 月 16 日（火）

・神奈川県医療専門職連合会広報委員会

8 月 17 日（水）

・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

公益渉外活動・イベント

3－2

JART 関連セミナ－・講習会

3－3

創立 70 周年記念大会の実行準備委員会

3－4

KART 会誌の広報掲載

3－5

HP の賛助会員リンク

3－6

会費合算請求

3－7

その他

その他報告事項
1．功労表彰および永年勤続表彰候補者の推薦について（お願い）

【JART】

2．平成 28 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）
【県保健人材課長】
3．平成 28 年度健康チャレンジフェアかながわ実行委員会会議記録及び会議資料の送付
について
4．平成 28 年度かながわ健康財団がん対策推進会費納入について（お礼）
5．第 35 回神奈川県病院学会のポスター及びチラシの送付について
6．会長就任挨拶

… （公社）青森県診療放射線技師会

7．役員改選挨拶

…

会長

【県病院協会】

船水 憲一

川崎市放射線技師会

＊回答が必要な文書
■2016 年がん征圧キャンペーンご協賛のお願い ※1 枠 43,200 円

【神奈川新聞社】

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

前回（第 4 回）理事会議事録確認

１

津久井理事説明

・訂正事項
渡邊理事→渡邉理事（訂正）
議題 3-6「福祉の箱にある 12322 円」
→「福祉の箱にある 32,405 円」
※理事会終了後、福祉の箱に入金があったため
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

・四役会議 8 月 5 日（金）に開催。前回の理事会継続審議を検討しました。
・創立 70 周年記念大会実行準備委員会・四役会を 8 月 16 日（火）に開催
しました。審議事項で報告します。
・神奈川県医療専門職連合会・広報委員会へ 8 月 17 日（水）に出席しまし
た。厚生委員会武笠委員と引地理事と会長がメンバーで、市民公開講座
を、11 月に災害に関しての内容で予定しています。来年 2 月に会誌の発
行と 10 周年の記念誌についての検討を行いました。
・県会員の動向について
P7 の通り 9 名の入会と１名の退会がありましたので 7 月 31 日現在、1408
名の会員と賛助会員 41 社の報告をいたします。
２－２

報告

各委員会報告
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

資料（P5）に沿って報告

・会員名簿 7 月 29 日現在とありますが、8 月 20 日に訂正してください。
個人情報なので十分注意して取り扱いをしてください。（大内会長）
・JART 旅費支給額の調査についてと、公益法人の運営及び寄付に関するア
ンケートについては、会長・副会長と相談の上回答いたしました。
２財務委員会：伊藤理事

報告

資料（P9～P15）に沿って報告

・正規入会者 5 名、初年度入会者 5 名であるが、１名入金はされているが、
書類が届いておらず保留となっている。今後このようなことが予想され
る。
・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
・P10

平成 26 年度 2 名、平成 27 年度 3 名、平成 28 年度 117 名の正会員

入金、賛助会員 5 社の入金があった。
・P12

ホームページ制作会社に製作費残り分の支払いをしました。

・P14

藤原会計事務所にお中元を贈っています。

・業務日誌の記入について、委員会以外で事務所に出勤した際は、必ず記
入してください。
（事務局からのお願い）
３組織委員会報告：金岩理事

報告

資料(P17～P18)に沿って報告

・胸部画像評価アンケートを行っています。
・横浜南部地区の活動を報告いたします。

報告

４学術委員会：引地理事

資料（P19～P22）に沿って報告

・平成 28 年度第１回放射線技術支援セミナーの実施報告、会計報告をご覧
ください。

報告

５編集委員会：津久井理事

資料（P23～P26）に沿って報告

・KART 神奈川放射線だより No264 号が 9 月 29 日に発行となります。
・巻頭言、コラムの担当をご確認ください。
・新委員に会員番号 2690 小栗さんを佐藤副会長よりご紹介いただきまし
た。現在手続き中です

報告

・シルバーウイークのため会誌発行を 9 月 29 日とさせていただきたい。ご
審議お願いします。

承認

・会誌発行部数 1650 部について、会員数約 1400 名に対し在庫を確認した
ところ、毎回 150 部以上在庫になっています。発行部数を 1550 部にした
いと提案いたします。
渉外委員会で使用する分は大丈夫ですか。
（伊藤理事）
工夫していますが、あまり配布していません。
（松本理事）
それでは発行部数を 1550 部に変更でいいですか。
（大内会長）

承認

・P26 お知らせで放射線着実講習会→放射線技術講習に訂正、
特集で「腹痛」→
６厚生委員会：渡邉理事

「頚部」に訂正お願いします。（引地理事）
資料（P27）に沿って報告

・平成 28 年度ゴルフ大会について、案内にプレー費等は参加者負担ですと
いう内容をわかりやすく表記いたします。
７渉外委員会報告：松本理事

報告

資料（P29～P31）に沿って報告

・平成 29 年度、相模原市中央区、まちづくりセンターとふるさと祭りのイ
ベント参加を予定。

報告

・ハローよこはまのイベント内容をホームページに掲載いたしますので、
資料をお願いします。
（印南理事）
８広報委員会：印南理事

資料（P33）に沿って報告

・ホームページアクセス数 7,230Views、表記の通りです。
・求人案内の掲載を工夫しました。
・関連団体リンクについては現状のままでいこうと思います。
・操作説明会については、まだ小さい問題点があるのでもう少し先に延期
させていただきます。
・理事会議事録の会長、監事印については削除して掲載いたしております。 報告
・事業計画・予算書・決算書については掲載していいと思いますが、いか
がですか。（大内会長）

承認

・総務と財務に資料をもらってください。（大内会長）
・アクセス数が少ないのは、わからないから少ないのではないですか。ス
マートホンからだと、わかりにくいと思います。（江川理事）
９医療被ばく最適化推進委員会：渡邊理事

資料（P35）に沿って報告

・委員会を 7 月 30 日に開催し平成 27 年度調査結果等を送付いたします。
・カラー印刷にて結果を配布できるようになりました。ありがとうござい

ました。
・岐阜の学術大会で報告いたします。
・次回の CT の調査について検討を行っています。逐次近似法に関する項目
と線量評価とプロトコル作成について誰が行っているかの項目を入れる
予定ですのでご意見がございましたらお願いします。
・項目に関しましてご意見がございましたら、メールにてご報告ください。 報告
（大内会長）
各委員会報告終了
議題

３

審議事項

３－１

公益渉外活動・イベント：松本理事より説明
・健康チャレンジフェアかながわ 2016 の会議に出席いたしました。
・内容は昨年とほとんど同じということです。
・参加しないという提案をさせていただきます。

報告

資料を見ますと、他の団体で同じ内容のことをやっているので、参加し
なくてもいいと思います。（金岩理事）
委員会の提案通り、見送るということでいいですね。（大内会長）

承認

その他イベントの開催についての報告はありますか。（大内会長）
湯河原町ファミサポまつりに 5 名が出席いたします。（松本理事）
・平成 29 年度、相模原市のイベントに参加してもよろしいでしょうか。
審議をお願いします。
（松本理事）
資料がないので、資料が整い次第、審議しましょう。（大内会長）
３－２

継続

JART 関連セミナー・講習会：資料（P19-P20）田島副会長より説明
・紙面通りです。
・8 月 28 日フレッシャーズセミナーが、国際親善病院にて開催されます。
・11 月開催の統一講習会会場候補がございましたら、お知らせください。

３－３

報告

創立 70 周年記念大会の実行準備委員会：資料（P3）田島副会長より説明
・9 月中に大まかなことを決め、10 月から本格的な実行委員会を開催して
いきたいと思います。
・大きな事業なので、実行委員会を 3 つのブロックに分け、皆様にご協力
いただきたいと考えています。

報告

開催日と会場についてはいかがですか。（大内会長）
開催を考えている日時が、結婚式としては良い日なので、懇親会まで考
えた会場が決められない状況です。（田島副会長）
３－４

継続

KART 会誌の広告掲載について：資料（P26）大内会長より説明
・新規に会誌に広告を掲載するのは大変難しいという賛助会社の声があり
ました。
・皆さんの施設に出入りする賛助会社の方々に、この件につきましてお問
い合わせ（調査）をしていただき、その回答で検討したいと思います。
技師会の広告という内容でいいですか。（津久井理事）
そこに限定せず、広告掲載は可能ですかという内容です。（田島副会長）

継続

・次回理事会で調査の回答に基づき検討いたします。（大内会長）
３－５

HP の賛助会員のリンク：大内会長より説明
・1 社のみの聞き取りですが、賛助会社の表示内から社名をクリックしてリ
ンクをしたいとのことでした。
賛助会員としての名前が出なければ掲載可能という回答がありました。
これは、賛助会員になっていない団体からの意見があると予測されます。
広告であれば、理由があるので可能ですとの回答でした。賛助会社間で
も温度差があると思います。（田島副会長）
・皆さんの施設で調査していただき、次回話し合いたいと思います。

継続

（大内会長）
３－６

会費合算請求：伊藤理事より説明
・財務と総務を合わせ、特別委員会を立ち上げで進めていただきたいと思
います。
（大内会長）
・会員からの会費を納入しているかの問い合わせに対し、今後は JART のホ
ームページでご確認くださいの案内でよいでしょうか。
３か月程度の移行期を設け対応してはいかがでしょうか。（松尾）
会員から問い合わせがあっても、JART から送られてくるリストには神奈
川県の会員番号記載がないので、返答するにはたくさんの氏名の中から
探さないといけない。
（伊藤理事）
会誌に、合算請求になる内容と方法を掲載しないといけないと思います。
（田島副会長）
神奈川県技師会への会費入金、入金時期等不明な点もあり、伝票・帳簿
も対応しないといけないことがあります。（伊藤理事）
まだまだ、わからないことがたくさんあるので、継続審議で対応したい
と思います。
（大内会長）

継続

その他
３－７

・南関東 FRT 第３回研修会について：資料（P1）大内会長
議事録内、来年度の 2017 年 8 月 19 日に JART 事業であるが、神奈川放射
線技師会主催で開催します。協力お願いします。

報告

・読売新聞社の取材について：渡邉理事
KANAGAWA70 について取材依頼があった。新聞掲載の可能性があるので理
事会承認をいただきたいと思います。
「医療ルネッサンス」特集の中での取材という内容です。

承認

・2016 年がん征圧キャンペーンご協賛のお願い：大内会長
神奈川新聞社にて毎年行っており協賛ということでよろしいですか。
山﨑監事

講評

・会費の合算請求について、会員に混乱がないよう配慮してください。6 月
以降多くの事業が重なっています。会員と一般向けに分かりやすい広報
をお願いします。皆さん体調を崩さないようお願いします。
・会員の派遣事業がありますが、広報をする際、地域性の高いものかど

承認

うかを依頼元に確認して、ホームページ、会誌等の掲載をしてくださ
い。
（大内会長）
この内容は依頼元に確認してください。
以上

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

