平成 28 年 10 月 27 日
公益社団法人

議
会議名

事

録・報

告

神奈川県放射線技師会

書

平成 28 年度 第 6 回理事会

開催日時

平成 28 年 9 月 29 日（木）18：30～21：00

出席者

会

長

大内 幸敏

理

事

伊藤 今日一・渡邉

開催場所

KART

504 会議室

副会長 田島 隆人
浩・上遠野 和幸・津久井 達人・江川

印南 孝祥・松本 好正・松尾

俊幸

清邦・引地 利昭・前原 善昭

金岩 清雄
欠席者
議
議

題

長

監

事

千田 久治・山﨑 尚人

理

事

佐藤 英俊・尾川 松義

大内

幸敏

議事録採集者

金岩

清雄

議事録署名人

（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）

大内

幸敏

千田

久治

山﨑

尚人

1

前回（第 5 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
・平成 28 年度相模原地区技師会第 2 回勉強会

8 月 26 日（金）

・新人放射線技師のためのフレッシャーズセミナー

8 月 28 日（日）

・創立 70 周年記念大会実行準備委員会

9 月 2 日（金）

・第 4 回マンモグラフィポジショニング実践セミナー

9 月 3 日（土）

・創立 70 周年記念大会実行準備委員会･四役会

9 月 12 日（月）

・第 32 回日本診療放射線技師学術大会

9 月 16 日～18 日（金～日）

・神奈川県医療専門職連合会理事会

9 月 21 日（水）

・創立 70 周年記念大会実行準備委員会･四役会

9 月 26 日（月）

・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（庶務）

資料有

・総務（財務）

資料有

・組織

資料有

・学術

資料有

・編集

資料有

・厚生

資料有

・渉外

資料有

・広報

資料有

・医療被ばく最適化推進

資料有

3

審議事項
3－1

創立 70 周年記念大会

3－2

KART 会誌の広告掲載

3－3

HP の賛助会員リンク

3－4

その他

その他報告事項
1．熊本地震災害義援金のお礼【JART】
2．第 62 回神奈川県公衆衛生学会におけるパンフレット等の配布について（依頼）
【県公衛協】
3．平成 28 年度第 2 回理事会（書面審議）結果報告について【県公衛協】
4．がん征圧月間運動ポスターの掲示について（依頼）【かながわ健康財団】
5．第 10 回神奈川糖尿病療養指導士認定機構研修会ご後援のお礼
6．役員改選挨拶 ･･･ ㈱千代田テクノル
＊回答が必要な文書
■

第 62 回神奈川県公衆衛生学会への協賛広告の募集について ･･･ 済
⇒協賛広告掲載料

A4 頁 10,000 円

・原稿締切：10 月 14 日（金）

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

前回（第 5 回）理事会議事録確認

１

松尾理事説明

・訂正事項
議題 2-1「10 周年記念誌」→「20 周年記念誌」
（訂正）
議題

２

報告事項

２－１

会長報告

承認
報告

・第 2 回相模原地区技師会勉強会に参加
→活動予定を知らせて欲しい（会長副会長含め参加したい）
・第 32 回日本診療放射線技師学術大会（9/16－18）に参加
9/17 平成 28 年度第 1 回全国地域連絡協議会（全国会長会議）開催
会員調査（都道府県別会員組織率）の資料あり
議題 1：統一講習会の進捗状況の報告
議題 2：定款の修正事項の報告
議題 4：サーベイヤー登録状況の報告
議題 5：JART 70 周年記念式典 H29 6/2 パレスホテル（東京）で開催
6/3 総会予定（代議員になる方は日程を空ける）
議題 6：技師盗撮の報告
・9/15､16 医療ルネサンスに横浜労災病院が医療被ばく低減認定施設として
掲載
・9/21 神奈川県医療専門職連合会理事会（資料 P3）
・10/9 ハローよこはま 2016（渉外、管理士部会からスタッフ参加）
・20 周年記念誌を発行（資料 P4）
高橋前会長のコメント掲載のほか、執筆者を 1 名選出予定
・事業企画広報合同員会（資料 P1）
11/16 公開セミナー（かながわ労働プラザ）
会報誌の特集「私が考える未来予想図」→執筆者は後日お知らせ
・9/26 創立 70 周年記念大会実行準備委員会･四役会
・県会員の動向（資料 P19）
8 月 31 日現在、会員 1414 名、賛助会員 41 社、7 名の入会者あり

報告

・
（松本理事）医専連の公開セミナーの開始時間は
→（大内会長）後日ポスターで確認する
→（田島副会長）次回理事会までに確認する
・
（江川理事）全国会長会議の議題 6.技師盗撮について、日放技から対応や
対策等が出るのか
→（大内会長）報告のみ

継続

２－２

各委員会報告
１総務委員会報告：江川理事

資料（P13）に沿って報告

報告

・会員情報システムおよびコピー機のリースについて、2018 年に契約期限
を向かえる為、いずれ機会を見て理事会での審議に挙げたい
・神奈川県放射線技師会定款改定とあるが、規定改定に訂正
・第 5 回神奈川県放射線技師会定時総会について、会場確保の為、

承認

開催候補日を平成 29 年 5 月 26 日で確定したい
・
（江川理事）神奈川県診療放射線技術講習会における総務委員会の協力
体制について、以前理事会でスタッフ数削減と決定したが、
総務委員会も協力可能である
（渡邉理事）理事会で決めた事を変更する理由を明確にした方がよい
→（大内会長）10 月講習会を学術 6 名､総務 0 名で実施し次回理事会で

継続

報告する
・
（千田監事）公衆衛生学会への協賛広告（資料 P17、その他報告事項）に
ついて、無償なのか
→（大内会長）1 万円で継続掲載する

承認

・
（伊藤理事）技師会ホームページの一般市民からの問い合わせについて
どういった問い合わせでどういった回答をしたのか
（大内会長）理事会で報告した方がよいか
（松尾理事）情報共有した方がよいのでは
→（大内会長）質問事項があれば理事会で共有する

２財務委員会：伊藤理事

資料（P21～P27）に沿って報告

承認

報告

・
（伊藤理事）公 3 保健維持事業への協力に関する啓発事業の支出の内、
印刷製本費が今月 16,432 円だが、この程度の値と思ってよいか
→（渡邉理事）医療被ばく調査アンケート結果印刷代のみで、送付料は
入っていない

３組織委員会報告：松尾理事

資料(P29～P31)に沿って報告

報告

・JART 統一講習会の会場確保について
→（田島副会長）県立がんセンターに問い合わせた結果、11 月ではなく
来年 2 月でお願いしている
・
（伊藤理事）胸部画像評価アンケートの地区会員への配布について
受け取った地区で混乱している
→（大内会長）次回理事会で提出確認してから配布する

継続

４学術委員会：引地理事

資料（P33～P38）に沿って報告

・神奈川県診療放射線技術講習会の講師謝金について（P35）、表記の通り

報告
承認

・
（渡邉理事）マンモグラフィポジショニング実践セミナーのスタッフ
曽我部委員は、被ばく最適化委員会委員ではなく CT 研究会
幹事に修正
・JART 第 2 回統一講習会（田島副会長から報告）

報告

11/26･27 横浜市立大学福浦キャンパス講義棟で開催
JART ホームページで 10/1 案内、10/5 募集開始（定員 100 名）
・
（山﨑監事）フレッシャーズセミナー実施報告書で、主催が JART で
実施が KART である事を分かるように記載したほうがよい

５編集委員会：上遠野理事

資料（P39～P41）に沿って報告

報告

・KART 神奈川放射線だより No264 号が 9 月 29 日に発行となる
・巻頭言とコラムの担当を各自確認

６厚生委員会：渡邉理事

資料（P43）に沿って報告

報告

・神奈川県病院学会の写真係の佐藤委員の名前間違いあり→友基に修正

７渉外委員会報告：松本理事

資料（P45～P47）に沿って報告

報告

・11/6 関東臨床工学会へのブース参加依頼は、JART レントゲン週間
イベントと日程重複の為、参加見送り
→（田島副会長）お断りした

承認

・骨密度機器レンタル（日本光電）は、県技師会で使用可能
→（松本理事）3 ヶ月前から予約する必要あり

８広報委員会：印南理事

資料（P49）に沿って報告

報告

・ホームページアクセス数 7,496Views、表記の通り

９医療被ばく最適化推進委員会：渡邉理事 資料（P51～P52）に沿って報告
・平成 27 年度調査結果を協力して貰えなかった施設にも配布し、不参加の
9 施設から問い合わせあり
・県内全施設に調査結果を配布した事、医療ルネサンスに KANAGAWA70 が掲
載された事をホームページに掲載依頼
・
（田島副会長）病院学会の写真係に委嘱状が送付されたか確認して欲しい

報告

議題

３
３－１

審議事項
創立 70 周年記念大会：田島副会長より説明（資料 P9 から P12）
・準備委員会を 9 月に 3 回開催
・開催日：2018 年 2 月 4 日（日）
会場：ワークピアヨコハマ（記念式典、学術大会）
ホテルニューグランド（祝賀会）

承認
仮予約済み
仮予約済み

・大会テーマ：未来へつなぐ放射線医療～信頼と信頼～
・協賛金：賛助会員には特別協力金
一般会員には寄付金
・平成 29 年度新春情報交換会の開催を見送る
・準備委員会から実行委員会へ移行（千田監事と金岩理事を追加）
・大会実行委員会を 3 委員会で構成
① 記念式典祝賀会：佐藤副会長
② 学術大会：引地理事
③ 記念誌広報：江川理事
・
（千田監事）新春情報交歓会（賀詞交換会）の財務的な要因は
→（伊藤理事）学術大会は公１、賀詞交換会は他 3 となる
収支は公と他で異なり区分する必要あり
→（山﨑監事）70 周年は特別事業通帳があり、余った場合
そこに戻す必要あり
学術大会と記念式典は公１
・
（千田監事）賛助会員が参加しやすい形は（賀詞交換会を併催か）
→（田島副会長）年内に予算組みされるので年内に広報する必要あり
今回協賛金を切ると次回協賛金が集めにくくなる
（大内会長）賀詞交換会に参加出来ない一般会員が参加する可能性
あり
（松尾理事）他団体の来賓出席を考えると合同で開催した方がよい
（上遠野理事）賛助会員のみ声を掛けるのか、賛助以外のメーカー
にも声を掛けるのか
→（田島副会長）大会組織委員会で検討してもらう
・
（上遠野理事）1 日だけですべてをやるのか
→（田島副会長）会場が空かない、スタッフの負担が大きい
60 周年は学術開催時期ではなかった為、学術大会が
無かった
・
（松尾理事）参加予定人数はどの程度か
→（田島副会長）500 人規模を予定している（学術 100＋一般市民 100＋
新春賀詞 200＋記念大会 100）

３－２

KART 会誌の広告掲載について：大内会長より説明
・
（大内会長）各メーカーにヒアリングした結果は
（金岩理事）事前に予算を取れば大丈夫 2 社
（津久井理事）新規団体ではきびしい 2 社、賛助会員という事で
あれば新規にならない 4 社
（上遠野理事）会費を値上げする代替として、会誌にもれなく
広告掲載できる特典する会費規約がある都道府県もある
（上遠野理事）海外会社は 9 月決算
（田島副会長）準備に半年はかかる為、再来年度からの実施
（大内会長）来年 70 周年には記念誌として賛助広告を出す
（上遠野理事）メーカーの事情があれば再来年度から
（津久井理事）広告媒体を載せるかどうか今後審議して欲しい
（津久井理事）賛助会費とは別に広告会費
（山﨑監事）会誌を作る為の資金と考えれば公益性がある
収益と捉えられると、税金や使い方が問題となる
（山﨑理事）方向性を理事会で確認したほうがよい
（田島副会長）半年後の審議ではだめなのか
（大内会長）来年度予算案を出してから検討する
→（大内会長）再来年度に向けて次回理事会に四役で提案する

３－３

継続

HP 賛助会員リンク：大内会長より説明
・リンクがつくのはうれしいが、お金が絡むと即答は難しい
・関連団体欄に名前があり、クリックすると HP に飛ぶ
賛助会員とは出さない
・
（大内会長）HP に飛ばなくても名前は出す
→（印南理事）各メーカーに問い合わせする

３－４

承認

その他
・
（伊藤理事）70 周年大会組織委員会の交通費は、どの会議で集まったか

承認

を記載して欲しい
・
（伊藤理事）来年度の予算案をメールで送付して欲しい
・
（大内会長）委員会以外の会務で事務所に来た場合で、交通費ファイル

承認

にチェックがない場合は請求なし、とみなす
・
（松尾理事）組織委員会の横浜中部地区の石原委員の交代要員を探して
いる

継続

千田監事

講評

・アンケート等何かを行う場合、理事会で情報共有を必ず図って欲しい
・骨密度測定機器レンタルについて、消耗品や故障時の詳細を詰めてから
借りる様にして欲しい
・KNNAGAWA70 は全国のモデルになると思われるので頑張って欲しい
・広告、ＨＰリンク：公益法人として、慎重に検証して進めて欲しい
・今年台風の上陸が多い。荒天の場合、技師会の事業を開催や中止は
慎重に考えて欲しい。会員、委員が事故に遭わないように対応して
欲しい
→（大内会長）学術等で中止の連絡先を検討する（HP 掲載も検討）

継続

以上

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

