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1

前回（第 8 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
・歴代会長との懇話会

12 月 3 日 （土）

・四役会議

12 月 12 日（月）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

12 月 19 日（月）

・神奈川県医療専門職連合会広報委員会

12 月 21 日（水）

・その他 ①県会員の動向
2－2

3

各委員会報告
・総務

資料有

・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

審議事項
3－1

ＪＡＲＴ関連セミナー・講習会

3－2

創立 70 周年記念大会

3－3

平成 29 年度事業計画と予算案

3－4

その他

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

前回（第 8 回）理事会議事録確認：引地理事より説明

1

・訂正事項
議題 3-3 「新春情報交歓会」→「新春情報交換会」に訂正
「上記 5 項目」→「上記 6 項目」に訂正
議題 3-5 「神奈川県がんセンター」→「神奈川県立がんセンター」
に訂正
講評

「新春情報交歓会」→「新春情報交換会」に訂正

上記を修正することにより承認された。
議題

2

承認

報告事項
2-1

会長報告
・12 月 3 日（土）歴代会長との懇話会
創立 70 周年記念大会等について話し合いを実施。
・12 月 12 日（月）四役会議
平成 29 年度事業計画と予算案について検討。
・12 月 19 日（月）創立 70 周年記念大会組織委員会
・12 月 21 日（水）神奈川県医療専門職連合会広報委員会
今年度は 20 周年記念誌および会誌の発行予定。
平成 29 年 6 月に総会を実施する予定。
・その他
① 県会員の動向（資料 P4）
平成 28 年 11 月 30 日現在、会員 1446 名、賛助会員 40 名
入会者は 9 名

2-2

報告

各委員会報告
1 総務委員会報告：江川理事

資料（P3）に沿って報告

・12 月は委員会開催なし
・12 月 12 日（月）四役会議にて平成 29 年度事業計画と予算案について検
討
・アメリカンファミリー生命保険会社（アフラック）のファイル転送サー
ビスについてのアンケートに回答
・創立 70 周年記念大会の組織委員会について
・第 5 回神奈川県放射線技師会定時総会までのスケジュールについて
2017 年１月より準備を進めて行く予定。
・新春情報交換会について
12 月 22 日（木）時点で、171 名の出席申し込みあり、1 月 6 日（金）の
総務委員会にて出席者名簿をもとに情報交換会しおりを作成予定。
当日は総務委員 10 名で担当予定（受付、会場係、進行係、写真係等）。
司会は伊藤理事に依頼した。

報告

（大内会長）神奈川県臨床検査技師会と情報交換会開催日が重なったた
め、両技師会会長で協議し、お互い参加を辞退することとした。
2 財務委員会報告：伊藤理事

資料（P5～P11）に沿って報告

報告

・当月分の正規入会者 4 名、初年度入会者 4 名の計 8 名であった。
・今年度は新卒者 30 名、既卒者 30 名の計 60 名の新規入会を見込んでいた
が、現在 80 名の入会者があり、予算に対し 17 万円増となっている。統
一講習会やフレッシャーズセミナーの活動による影響が考えられる。
・11 月の会費納入者は 125 名、過年度分納入者 11 名の計 136 名であった。
・28 年度会費納入率は累計 76.5%であった。
3 組織委員会報告：松尾理事

報告

資料(P13)に沿って報告

・12 月は委員会開催なし
・横浜中部地区放射線技師会の組織委員が選出されていない。
・統一講習会の申し込みに関する問い合わせがあり、説明・案内を行った。 報告
4 学術委員会報告：引地理事

資料（P15～20）に沿って報告

・12 月 16 日（金）委員会開催
・平成 29 年 1 月 15 日（日）平成 28 年度第 3 回神奈川県診療放射線技術講
習会を開催予定。
・平成 29 年 2 月 3 日（金）平成 28 年度実践・支援セミナー「X 線単純撮
影(主に上肢)～一緒にちょっと考えてみましょう～」を開催予定。事前
登録は不要。
5 編集委員会報告：上遠野理事

報告
資料（P21）に沿って報告

・11 月 30 日（水）No266 号編集会議開催
・KART 神奈川放射線だより No266 号 1 月 30 日（月）に発行
巻頭言は千田監事、役員集合写真掲載のためコラムはなし。
・KART 神奈川放射線だより No267 号 3 月 27 日（月）に発行予定
巻頭言は山﨑監事
・新春情報交換会において役員集合写真を撮影する。また、70 周年記念会
誌用に理事・監事集合写真も併せて撮影する。

報告

・研究会からの寄稿について
研究会寄稿文の執筆者名の取り扱いについて、委員会で協議を行った。
その結果、原稿依頼は研究会への依頼であって、個人へ依頼をするもの
ではない。よって、会誌への記載に際しては、目次やページの表題は○
○研究会編とする。ただし、原稿執筆者記載のご希望があれば、原稿の
文末に記載をする。また今回、執筆者名記載にあたり、不手際があった
ため、会誌 No267 号(3 月号)で現在までの原稿において執筆者名記載のご
希望を確認し、原稿執筆者一覧として掲載したい。
（津久井理事）原稿執筆者記載のご希望があれば、原稿の文末に記載する
ことについては平成 29 年度から開始としたい。
（大内会長）委員会の提案通り、理事会承認とする。
（千田監事）社会貢献者紹介において神奈川県放射線技師会推薦以外の表
彰者確認が行えないため、推薦のみとすることで第 8 回理事会において
決定していないか。
（大内会長）第 8 回理事会以前に確認依頼を行っていたため、今年度は編
集委員会で把握している方も含める。次年度以降、どのように運用する

承認

か検討したい。
（伊藤理事）対象者は、新春情報交換会への無料招待となるため、受賞者
全員の確認ができない以上、推薦のみでよいと思う。
（上遠野理事）神奈川県放射線技師会の推薦者を編集委員会では把握でき
ないため、推薦者の情報を共有することが必要です。
（大内会長）表彰の内定が出た時点で情報共有は可能です。
（田島副会長）社会貢献者紹介は神奈川県放射線技師会で推薦された方の
みで、表彰者全てを確認することは必要ないと思う。新春情報交換会へ
の招待などにも関係があり、技師会の事業として考えるべきだと思う。
（津久井理事）すでに依頼をかけているため、次年度からの運用でよいか。
（大内会長）その通りです。
（上遠野理事）調査により他に湘南地区から 2 名表彰者を確認している。
（田島副会長）今年度は把握している方とし、次年度から推薦のみに変更
でよい。神奈川県放射線技師会として正式な規定はないため、変更点に
ついても広報する必要はない。
（大内会長）
平成 29 年度から神奈川県放射線技師会推薦のみを対象とする。
新春情報交換会への招待についても推薦者のみとすることを承認する。
6 厚生委員会報告：前原理事

承認

資料（P23-P24）に沿って報告

・12 月は委員会開催なし
・平成 28 年度施設調査票については修正し、作成完了。
・12 月中の発送予定であったが、延期する。

報告

（大内会長）
調査依頼等に記載されている 12 月の表記は変更してください。
（前原理事）承知しました。
・施設調査票の送付先について、会員在籍 272 施設への送付か会員在籍 272
施設に会員不在施設 216 施設を加えた合計 488 施設への送付を行うか審
議をお願いします。
（大内会長）施設調査は会員在籍施設のみとする。
7 渉外委員会報告：松本理事

承認

資料（P25）に沿って報告

・12 月は委員会開催なし
・平成 29 年度の予定
平成 29 年 4 月 2 日（日）に「相模原市民さくら祭り」
平成 29 年 5 月 28 日（日）に小田原市「平成 29 年度 子育て支援フェス
ティバル」
8 広報委員会報告：印南理事

報告
資料（P27）に沿って報告

・12 月 6 日（火）委員会開催
・ホームページアクセス数 6,309views で先月に比べ減少
・賛助会員へのホームページ掲載案内を 10 月末に発送したところ、5 社か
ら掲載依頼があり、現在合計 17 社
・神奈川県放射線技師会事業で掲載日から締切日や開催日までが長期間の
場合は、アピールを目的として再掲載を行う。
・セキュリティーソフト 2 本（10 ライセンス）を統合管理できるよう調査

する。
１月に１本新規購入と更新予定（1 月 28 日更新期限）
・ホームページ TOP 写真（人が輪になっている写真）を来年度変更する方
向で検討する。
・70 周年用ホームページについて、レンタルサーバのさくらインターネッ
トで作成可能か確認する。
・ホームページ入力支援マニュアルを今年度内完成予定
・セミナー用メールアドレスを追加作成（事務局依頼時に、大内会長と広
報委員会配信用）
求人案内についても同様の専用メールアドレスあり。
・求人案内掲載が遅れ、依頼者から連絡あり
2 週間ほど追加掲載が遅れた。今後このようなことが無いよう再度確認
し、申込み後１週間以内での掲載として運用する。

報告

（松尾理事）以前 HP に使用していた大学病院医療情報ネットワーク研究セ
ンター(UMIN)からサーバーを更新するとの連絡があり、広報委員会と調整
し、対応を検討する。
9 医療被ばく最適化推進委員会報告：前原理事

継続
資料（P29～32）に沿って

報告
・CT 調査票は最終調整中で平成 28 年 12 月の発送は困難です。
（渡邉理事）CT 調査票の最終版をメールにて連絡する予定だが、急を要す
る場合は連絡なしに発送します。
・調査票送付施設の確認とタックシール用リストの 216 施設に送付予定

報告

・CT 調査票の送付先について CT 装置の有無に関わらず会員在籍施設の 272
施設に送付するか CT 装置がある施設のみ送付するか、検討頂きたい。
（渡邉理事）CT 装置の有無により振り分けをする作業が煩雑になる。
（松尾理事）CT 装置のない施設は回答できる項目はないのか。
（渡邉理事）ありません。
（渡邉理事）資料 P30 と P31 の「平成 28 年度施設調査ならびに医療被ばく
線量等の調査について（お願い）
」等の文章は横浜労災病院倫理委員会の
承認を得ていることを報告します。そのため、これらの文章内容は大幅
に変更できないことをご了承ください。
（渡邉理事）調査票の回収率に影響があるため、CT 装置がない施設には送
らない方がよいと思う。
（田島副会長）CT 装置がない施設には送付しない方がよいが、送付漏れが
生じると問題である。
（渡邉理事）タックシールの出力方法などを工夫することで送付漏れを防
げると考えている。
（伊藤理事）調査票の返信は今年度内に終わるのか。
（渡邉理事）調査票の締め切りは 2 月末日のため 3 月には大半は集まると
思う。
（大内会長）送付施設については委員会一任とする。

承認

（江川理事）調査票の表記について「神奈川県 CT 研究会

代表理事」では

なく、「神奈川県 CT 研究会 代表」ではないか。
（渡邉理事）修正します。
（渡邉理事）平成 29 年 1 月 10 日に毎日新聞より取材予定があります。KART
事業についても取材を受けることがあります。
各委員会報告終了

報告

議題

3

審議事項
3-1

JART 関連セミナー・講習会：田島副会長
・統一講習会

資料（P15）に沿って説明

神奈川県（第 2 回）実施報告

参加者は 53 名であった。
・統一講習会

神奈川県（第 3 回）予定

開催日は平成 29 年 2 月 25 日・26 日、会場は神奈川県立がんセンターで
募集定員は 100 名。 募集期間は平成 28 年 12 月 17 日から平成 29 年 2
月 10 日、現時点で 42 名の申し込みあり。
・診療放射線技師基礎技術講習（一般撮影）予定
開催日は平成 29 年 1 月 22 日（日）、会場は国際親善総合病院、募集定員
は 70 名。募集期間は平成 28 年 10 月 28 日から平成 29 年 1 月 9 日、現時
点で 25 名の申し込みがあった。
・平成 29 年度の統一講習会は神奈川県で 5 回開催予定
詳細は後日、報告する。

報告

（大内会長）広報をお願いします。また、統一講習会について中澤会長
名で各施設長宛に受講依頼が送付されています。
3-2

創立 70 周年記念大会：田島副会長

資料（別紙）に沿って説明

・12 月 19 日（月）委員会開催
・歴代会長との懇話会において、平成 29 年度の情報交換会は行わない事に
ついて、了承が得られた。その予定で進めて行く。

報告

（大内会長）大会組織委員会で進めて頂き、理事は意見があれば理事会で
お知らせください。
3-3

1 平成 29 年度事業計画：大内会長

資料（P2～4）に沿って説明

・平成 29 年度事業計画を作成したので、確認していただき年内に修正等が
あれば大内会長に連絡ください。
2 平成 29 年度予算案：伊藤理事

別添資料に沿って説明

・各委員会より提出された予算案に基づき作成し、修正箇所も加えた。
・創立 70 周年記念式典と第 17 回神奈川放射線学術大会の予算案も加えて
いる。ただし、収支差額は 0 として平成 29 年度予算案に記載している。
・各委員会から提出された予算案事業をすべて行うと収支は-529209 円とな
る。よって下記内容を削減し収支を 0 円に修正した。
【支出の部】
（１）各員会の会議費と交通費は欠席等を考慮し 8 割で計上した。
（２）公 1 はイベントが 4 件追加された。
（３）公 2、公 3 は会議費と交通費以外、修正なし。
（４）他 1 の施設調査と会員調査を精査した。アンケートの回答返信用封
筒を後納郵便にした場合、決算では管理費に計上する予定である。
（５）他 2 の胸部気管支模型作成費は未定のため、前回を参照に作成した。
変動の可能性があるため、決算で調整する。
（６）理事会の会議費と交通費は 100％計上した。
（７）総務委員会は変更なし。

継続

（８）財務委員会を追加した。年 6 回会議を開催し、PCA 会計ソフト保守更
新料を計上した。
（９）公 1 の骨密度装置レンタル料 3 回を 2 回へ削減した。ビニール袋な
どは申請通りとした。
（10）事務用品費を平成 28 年度は 120 万円だったが、114 万へ削減した。
【収入の部】
（１）平成 28 年度は新人入会を 30 名、中途入会を 30 名としていたが、平
成 28 年度の実績から平成 29 年度は新人入会を 30 名、中途入会を 40 名
と 10 名増加し試算した。

報告

（大内会長）この予算案を藤原会計事務所の青柳先生へいつ提出するのか。
（伊藤理事）修正・訂正あれば年中に伊藤理事へ提出していただきたい。
青柳先生へは理事会資料をもとに、入力をし直し公益比率の算出・提出
し、1 月の理事会で審議できるように準備する。
（大内会長）平成 29 年度事業計画および予算案について修正等があれば平
成 28 年内に連絡をお願いします。
3-4

継続

その他
1 JART

H29・30 年度代議員選挙

大内会長

資料（P1）に沿って説明

・神奈川県の代議員定員は 9 名で、10 名以上の立候補の場合は選挙を実施
する。1 月 11 日までに選挙の実施内容を JART に提出する必要がある。
・立候補期間は 1 月 10 日から 1 月 31 日となり、JART 広報誌に掲載される。
・神奈川県放射線技師会として立候補者 9 名を選出したい。3 役一任で決定
し、詳細は後日メールにて連絡します。

承認

・選挙担当者を総務 印南理事に決定し、日程は 3 月中に複数回の投票日
を設定する必要があるため、3 月 22 日と 23 日 13 時から 20 時で行う。
23 日は理事会があるが、22 日は印南理事に 18 時から対応を依頼した。

報告

（佐藤副会長）定数以内であれば選挙はないか。
（大内会長）ありません。
（松尾理事）一般の会員は知っているか。
（大内会長）JART１月号会誌により情報を入手できる。立候補届は JART に
提出し、選挙の場合は神奈川県放射線技師会が実施する。
2 情報交換会について

大内会長

資料（P1）に沿って説明

・今年度の来賓者は着席としたため、昨年度と紹介方法が異なるので総務
委員会は調整をお願いします。
3 中長期委員会の設置について

報告

大内会長

説明

・歴代会長との懇話会において、中長期委員会の設定依頼があった。
・平成 30 年度の事業計画に第 5 次中長期委員会を設定する予定です。伊藤
理事が中長期委員に熟知しているため、中心となり取り組んで頂きたい。 報告
4 情報交換会への参加依頼について

江川理事

説明

・各委員会の委員の参加者が少ないため、参加依頼をお願いします。
5 赤い羽根共同募金について

報告

大内会長 説明

・募金の案内があり、1 万円の募金を行いたい。

承認

講評

山﨑監事
・第 8 回議事録の 2-1 会長報告の「法人の運営組織及び活動の状況に関す
る立ち入り検査」において、賛助会員の会費について内規を作成してい
ないため、伊藤理事と藤原会計事務所で比率などを定めて作成してくだ
さい。特定費用準備資金についての取扱規定は安部前理事と作成したと
記憶しているが、無ければ作成をお願いします。次回の検査時には確認
項目になりますので確認をお願いします。
・新任の理事も慣れてきたと思いますが、歴代の理事はボランティア的に
行ってきていますので、継続して取り組んで頂きたい。
・統一講習会などにより、新入会員が増加していると思われる。これを機
会に、更に増加させて頂きたい。
高橋相談役
・会員増加が見られ、これを機会に各地区との結びつきも強め、情報交換
を行って頂ければと思う。
以上

