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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 6 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
・三役会議

10 月 14 日（金）

・神奈川県放射線技術講習会

10 月 16 日（日）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

10 月 24 日（月）

・その他
① 専門学校設置関連の対応
② 県会員の動向
2－2

各委員会報告
・総務

資料有

・財務

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

資料有

3

審議事項
3－1

規程変更

3－2

公益渉外活動・イベント

3－3

JART 関連セミナ－・講習会

3－4

創立 70 周年記念大会

3－5

平成 29 年度事業計画と予算案

3－6

KART 会誌の広報掲載

3－7

会費合算請求

3－8

その他

その他報告事項
1．本会委員会委員の委嘱について

【JART】

2．
「身近な放射線の専門家 診療放射線技師（ｚカード）」の送付

【JART】

3．レントゲン週間イベント実行委員会の推薦について(依頼)｛済｝ 【JART】
4．医療事故情報収集等事業第 46 回報告書の公表等について（依頼） 【県保険医療部長】
5．
「2016 秋のかながわレッドリボン月間」の実施について【県エイズ対策推進協議会長】
6．平成 28 年度神奈川県病院医療関係団体連絡協議会の開催について（お知らせ）
7．第 40 回聖マリアンナ医科大学公開講座のご案内
8. チラシ配布ご協力について
9. ストーク伊勢佐木 1 番館管理組合第 33 期通常総会議事録

【県保険医協会】

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

前回（第 6 回）理事会議事録確認

１

金岩理事説明：

・訂正事項
（田島副会長）
議題 3-1
・2018 年新春情報交換会 平成 29 年新春情報交換会に訂正
・大会実行委員会

大会組織委員会に訂正

・千田理事

千田監事に訂正

議題 3-2
・
（金岩）

（金岩理事）に訂正

・
（田島理事）

（田島副会長）に訂正

（津久井理事）
・議事録全般に（承認）、（報告）がずれている.
・千田監事講評 最初の行

情報共有を必ず図って欲しい。

。削除

（田島副会長）
・3-4 その他
交通費のファイルにチェックがない場合は交通費の支払いなし
委員会等以外の会務で事務所に来られた場合交通費のファイルにチ
ェックが無いときは交通費の請求はないとみなす に訂正.
（大内会長）
議事録には JART と合わせて発言者名を発言内容の前に記載する.
今回からの議事録は技師会ホームページに掲載するので修正した議事録を
事務局及びホームページ委員会に提出する.
議題

承認

２
２－１

報告事項
会長報告（大内会長）資料（P1）に沿って報告
・三役会議

10 月 14 日（金）

・神奈川県放射線技術講習会

10 月 16 日（日）

・創立 70 周年記念大会第 1 回組織委員会

10 月 24 日（月）

・その他
専門学校設置関連の対応
JART の現状を説明 今後は各施設の対応とする.
県会員の動向

資料（P11）

入会 16 名 退会なし

転出 1 名

平成 28 年 9 月 30 日現在

会員 1429 名 賛助会員 41 社

報告

２－２

各委員会報告
１総務委員会報告（江川理事）資料（P5）に沿って報告
・新春情報交換会来賓者案内送付リスト作成したので 11 月初旬から中旬に
かけて発送する予定.
・第 5 回神奈川県放射線技師会定時総会は平成 29 年 5 月 26 日（金）開催
と承認が取れたので予約をとる.

報告

２財務委員会（伊藤理事）資料（P13～P18）に沿って報告
・正規入会者 16 名、内訳は正規入会 8 名、初年度入会 8 名.
・H28 年度会費納入者 116 名、過年度分納入者 8 名,
賛助会員会費納入 25 社。
・公 1 にてがん征圧キャンペーン広告料 43,200 円支払った.
・公 2 にてマンモ実践セミナー講師料 4 名支払った.
・会費納入者数 9 月 30 日にて 64.7%、未納者に請求書を今月発送予定.

報告

３組織委員会報告（松尾理事）資料(P21)に沿って報告
・ハローよこはまに実行委員 3 名出席.
・JART レントゲン週間実行委員に 3 名推薦.
・横浜北部地区学術研修会
・西湘地区学術研修会

11 月 9 日(水).

11 月 18 日(金).

佐藤副会長：
レントゲン週間の日程連絡が来たら各理事が参加できるように連絡し
て下さい.
金岩理事：
JART から連絡が来ていますのでお知らせする.

報告

４学術委員会（引地理事）資料（P23）に沿って報告
・10 月 7 日（金）委員会がありました.
・10 月 16 日（日）平成 28 年度神奈川県診療放射線技師技術講習会
午前 210 名 午後 161 名受講.
・かながわ放射線だより掲載原稿提出.

報告

５編集委員会（津久井理事）資料（P25～P26）に沿って報告
・KART 神奈川放射線だより No265 号が 11 月 28 日に発行となる.
・紙面報告
６渉外委員会報告（松本理事）資料（P29）に沿って報告
・10 月 9 日（日）ハローよこはま 2016 に 9 名参加.
（大内会長）イベント等に配布するグッズはどうしましたか.
（松本理事）配布用ティッシュの他に今回は飴と菓子を用意した.医専連の
他の職種では配布用ビニール袋、ティッシュ等を作成していた.次回の渉
外委員会の中で検討して報告をします.
（大内会長）JART より放射線技師紹介のリーフレット 200 部が来ましたの
で使用してください.
（松尾理事）施設に小学生や中学生の実習生が来たときに配布してわかり
やすく評判が良かったので組織委員でも使用したい.

報告

（大内会長）各施設でも配布して下さい.
（印南理事）前回の理事会にて指摘しましたが、イベント主催者に許可を
取って日程等ホームページに掲載することによって会員や一般市民への
渉外活動を周知することができるのでイベントの予定等の連絡をお願い
します.
（松尾理事）パンフレットだけでは受け取っていただけない.飴等のグッズ
があれば受け取っていただけると感じた.
（松本理事）小田原、湯河原のイベントにてうまい棒をくばると受けが良
かったので同様な物を考えます.
（佐藤副会長）今後行われるハローよこはまの掲載は医専連にあげますか.
（津久井理事）掲載依頼は医専連ではなく主催者の許可が必要.

報告

７広報委員会（印南理事）資料（P31）に沿って報告
・ホームページアクセス数 7,822Views、表記の通りです.
・HP にバグ発生

10 月 6 日に申込締切日設定が無いものに日付が入った

10 月 7 日にプログラムのバグとの事で修正報告あり、現在問題なく稼働
・HP の不具合確認中、情報収集中ですので発見したら状況等の報告をお願
いします.
・賛助会員への HP 掲載案内（関連団体企業）を 10 月末ごろ発送予定.

報告

審議事項
・HP 作成会社マインドビジョンより作成実績の紹介を会社の HP 内の掲載許
可依頼があり.
大内会長：
審議事項に質問がありますか.
伊藤理事：
他の掲載実績がありますか.
印南理事:
神奈川県理学療法士会や地域のクリニック等も多数掲載されている.
大内会長：
他になければ承認とします.
８厚生委員会（渡邉理事）資料（P27）に沿って報告
・10 月 7 日（金）第 3 回委員会開催
・10 月 30 日（日）ゴルフ大会
・ボーリング大会

平成 29 年 3 月 4 日（土）に予定 組織委員会を通して

地域からの参加者を募集する.KART 誌とホームページに募集を掲載する.
・平成 28 年度施設調査の検討、調査票案の作成
調査票 No.1 施設概要、No2 は定年と再雇用に関する調査、No3 臨床実
習生受入状況調査にするか検討した.11 月 24 日の理事会にて提出、承
認後に 12 月に発送予定です.
（佐藤副会長）ゴルフ大会は 4 組 16 名の参加予定.
（津久井理事）調査票は会誌と同封して配送するのではないですか.
（渡邉理事）会員ではなく施設に配布するため問題はないです.

承認

９医療被ばく最適化推進委員会（渡邉理事）資料（P33）に沿って報告
・JART 岐阜大会の発表報告
最適化の判断方法、FPD の使用時について.
総濾過などの撮影条件を把握していないのが問題である.
・平成 27 年度調査結果の追加調査票への対応
ホームページへの掲載依頼文書の訂正.
（田島副会長）
本会事務所に送付（送信）いただけないでしょうか.
本会事務所に送付（送信）下さい に訂正.
（大内会長）結果返送に 1～2 ヶ月かかる事を入れた方が良いではないです
か、文章を練って提出して下さい.
（印南理事）ホームページへの掲載方式は相談させてください.

報告

各委員会報告終了
議題

３

審議事項

３－１

規程変更（江川理事）資料（P5～P10）に沿って報告
・P5

6.

神奈川県放射線技師会分掌規程改訂について
神奈川県放射線技師会委員会設置規程及び委員会分掌規程改訂に訂正
・第 2 条 2 財務委員会の設置

8 委員会から 9 委員会とする.

・第 3 条 3 担当理事が 1 名の委員会は、担当副会長が副委員長を兼務する
副会長が兼務できない場合は会長がその任にあたる

に変更.

・P9（委員会及び会務分掌）
第 3 条(3)担当理事が 1 名の委員会は、担当副会長が副委員長を兼務する
副会長が兼務できない場合は会長がその任にあたる.
・1.総務委員会 （庶務）を廃止、2.財務委員会を設置、(6)その他、財務
に関することを追加
改訂に伴い会費の徴収に関することは財務委員会へとなる.
（大内会長）財務委員会として会費徴収に関することは総務.
（伊藤理事）会費徴収発送に関しては総務になるのか.
（江川理事） 今までの規程を分けただけです.
（田島副会長）会費の徴収は財務であり、総務に回収を依頼することで問
題はないのではないか.
（江川理事）
（構成及び選任）第 3 条 3 は財務委員会、災害委員会が該当
（松尾理事）P10

3.組織委員会(4)その他、組織員会規程にかかわること

（委）がない脱字 組織委員会規程にかかわることに訂正.
（大内会長）承認を取らなければならないですか.
（江川理事）来年度の総会に出します.
（田島副会長）規程は理事会承認です、文章を確認して一週間以内で返答
してください.
（大内会長）来月の理事会にて承認します.

報告

３－２

公益渉外活動・イベント（松本理事）より説明
・特になし

３－３

JART 関連セミナー・講習会（田島副会長）より説明 資料（P23）

・平成 28 年度 統一講習会 神奈川開催（第 2 回）
開催日：平成 28 年 11 月 26 日(土)・27 日(日)
会場：横浜市立大学福浦キャンパス講義棟 1 階ヘボンホール
定員 100 名 現在 45 名

募集中

・基礎技術講習会：一般撮影
開催日：平成 29 年 1 月 22 日（日）国際親善病院
募集期間：平成 28 年 10 月 28 日～平成 29 年 1 月 9 日
（大内会長）統一講習会は JART も力を入れているので多く方の参加をお願
いします.
（津久井理事）基礎技術講習会の募集人数は何名ですか.
（田島副会長）60 名です.
３－４

創立 70 周年記念大会組織委員会（田島副会長）より説明資料（P3）
・紙面参照
・記念大会、学術大会、抄録タイトル、記念誌名称等の正式名称を決めた.
・記念大会タイトル
公益社団法人

神奈川県放射線技師会

創立 70 周年記念大会

・学術大会タイトル
公益社団法人

神奈川県放射線技師会

創立 70 周年記念

第Ⅰ7 回神奈川県放射線学術大会
・学術大会抄録タイトル
公益社団法人

神奈川県放射線技師会

創立 70 周年記念大会

第Ⅰ7 回神奈川県放射線学術大会 抄録集
・式典タイトル
公益社団法人

神奈川県放射線技師会

創立 70 周年記念式典

神奈川県放射線技師会

創立 70 周年記念祝賀会

・祝賀タイトル
公益社団法人
記念誌名称
① 七十年史 CD-ROM
六十年史＋十年史
② 公益社団法人神奈川県放射線技師会 創立 70 周年記念誌
70th anniv 冊子
式次第（案）
公益社団法人

神奈川県放射線技師会 創立 70 周年記念式典

（大内会長）今後はこの名称を使用します.
３－５

報告

平成 29 年度事業計画と予算案（大内会長）より説明
・来月事業計画を文章化します.各委員会で新規事業の提案を出して行く.
（伊藤理事）提出された予算案を次回の理事会に提示します.
（大内会長）来月の四役会にて審議し次回理事会へ提示します.

報告

３－６

KART 会誌の広告掲載（大内会長）より説明

資料（P1）

・平成 29 年度の掲載は見送る.
・平成 30 年度予算案の広告費収入について、平成 29 年度予算案から財務
委員会及び四役会で検討し理事会へ提案する.
（千田監事）議題の性格から歴代の会長から意見を聞いたほうが良いので
はないか.
（大内会長）70 周年もあるので、二役及び監事と歴代会長と懇話会を開く
予定です.
３－７

報告

会費合算請求（大内会長）より説明
・前々回理事会では来年度実施としたが、四役で検討した結果再来年度に
変更予定.
・会費未納者の除籍は KART3 年、JART は 2 年となる.両方を合わせるために
会員への広報等準備期間が短いため来年を準備期間、再来年度に実施と
する.
（伊藤理事）会費納入期限は 9 月、それまで会員に周知しなければならな
い為期限が短すぎるために再来年度が良い.

３－８

報告

その他
（大内会長）11 月 16 日（水）19:00～
労働プラザにて平成 28 年度神奈川県医療職連合会公開講座があります
多くの方が参加して下さい.
（山﨑監事）KART の会費未納者の除籍は 2 年以上となっている.JART も同
じになっている.
（大内会長）2 年以上をどう解釈するか理事会の判断です.

講評

報告

（山﨑監事）
上半期新入会員 62 名、講習会や実践セミナー等勧誘を進めて下さい.
会費納入率 67%は例年通りですが、がんばってください.
以上

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

