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議
１
２

題 （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）
前回理事会議事録の確認について
報告事項
2-1 会長報告
・創立70周年記念大会組織委員会
・四役会
・南関東 FRT 第3回研修会
・JSRT JART 合同学術セミナー
・その他
県会員の動向
2-2 各委員会報告

３

審議事項
3-1 創立70周年記念大会
3-2 公益渉外活動・イベント
3-3 JART 関連セミナー・講習会
3-4 JART 合算請求に伴う対応
3-5 その他

8月 1日（火）
8月15日（火）
8月19日（土）
8月20日（日）

【資料リスト】
1.

平成29年8月理事会資料

2.

20017-8理事会

その他報告事項

【2017-8月理事会 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29年度神奈川県診療放射線技術講習会の開催日について（通知）
【保健人材課長】
3．神奈川県地域防災計画（原子力災害対策計画）の修正（案）に対する
意見について（照会）【県安全防災局】
4．平成29年度第1回理事会（書面審議）結果報告について
【県公衛協】
5．第36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
【県病院協会】
6．第37回田名ふるさとまつりの実施結果について（報告）
【田名ふるさとまつり実行委員会】
7．退任/就任挨拶状
（公財）かながわ健康財団
新理事長：菊岡 正和
*回答が必要な文書
8．地域委員会（全国会長会議）の開催について
【JART】☞出席にて返信済み
9．神奈川県医師会新役員就任披露の会
※横浜ロイヤルパークホテル 宴会棟3階「鳳翔の間」 8/28（月）迄に回答
10．平成29年度第2回学術委員会の開催について ※9/6（木）18時半～
【県病院協会】9/10迄に回答
11．学術委員会事業委員の委嘱について（依頼）
【県病院協会】任期：29年6月21日～31年6月
12．第20回循環器セミナーご後援等のお願い
【県保険医協会】10/13（金）迄に回答
13．第21回医療・健康フェスティバルご後援のお願い
【県保険医協会】8/31（木）迄に回答
以上

議題番号

報告事項、審議事項

議題１

前回理事会議事録の確認について
前回議事録採集者、津久井理事より説明
訂正事項
9 医療被ばく最適化推進委員会
最終的には60分になるように調整するタイトルは
訂正 最終的には60分になるように調整する、タイトルは
訂正 仮題で発表者に確認のうえ最終演題名としたい → 右欄に「報告」
訂正 承認事項
→
右欄に「承認」
3-3 JART 関連セミナー・講習会 資料有
関東 FRT 研究会
訂正 南関東 FRT 第3回研修会

結果

承認
議題2
2-1

2-2

報告事項
会長報告
・会長報告
・創立70周年記念大会組織委員会
8月 1日（火）
・四役会
8月15日（火）
合算請求について検討をしました
・南関東 FRT 第3回研修会
8月19日（土）
JART 事業の一環で、会場は東京都診療放射線技師会で行いました。
女性中心に50名ほど参集し、子育てや仕事に対して意見交換・討論を
いたしました。JART の事業であり、役員と受付等担当者に交通費を当
会より支給させていただきます。
・JSRT JART 合同学術セミナー
8月20日（日）
日本放射技術学会と日本診療放射線技師会の合同学術セミナーに参加
いたしました。懇親会にて日本放射線技術学会の方々と親睦を深めま
した。
・その他
県会員の動向
会員数1443名
会費免除申請1名
各委員会報告
１ 総務委員会 江川理事より報告
資料有
・委員会の開催はありません。
・紙面通りの報告となります。
２ 財務委員会 伊藤理事より報告
資料有
・収入の部 正規会員 正規会員入会者 2名 初年度入会者７名
併せて3万4千円
会費収入 111万2千円
賛助会員 5社5口10万円
・支出
骨塩装置のレンタル料 2回分 10万4千240円
管理費 固定資産税の２期目分を支払いしています。
藤原会計事務所にお中元を贈っています。
・会費納入者は52％となりました。
３ 組織委員会 松尾理事より報告
・組織開催なし。
・病院学会の写真係は佐藤副会長と松尾が担当いたします。

報告

承認

報告

報告

報告

４ 学術委員会 引地理事より報告 資料有
・紙面報告通りです。
・セミナーの開催について、会誌・ホームページで広報しております。各委
員会等でも広報をお願いします。一般撮影のポジショニングセミナーは事
前登録が必要ありませんので直接お越しください。
大内会長）神奈川県放射線技術講習会プログラムもホームページに掲載されま
した。
５ 渉外委員会 松本理事より報告 資料有
・相模原市田名ふるさとまつり
参加報告 渉外委員4名 組織委員4名、骨密度を88名測定しました。
初参加なので実行委員の方に大変心配していただきました。
大内会長）主催者から報告も届いていました。次回時間の許す限り参加したい
と思います。
印南理事）湯河原ファミサポまつりの案内をホームページに掲載したいので資
料をお願いします。
松尾理事）骨密度測定を88名が受けていますが、若い人の骨密度が減少してい
るなど、興味深い傾向はなかったでしょうか。
松本理事）午後2時から6時の夕方の最後の時間帯に女性が多く来られた印象で
す。
６ 編集委員会 上遠野理事より報告 資料有
・8月30日に 会誌270号の編集をします。
巻頭言 田島副会長 お願いします。特集の記事は到着しておりません。
地域だよりは到着しております。
松尾理事）西湘地区地域だよりの掲載をお願いいたします。
７ 広報委員会 印南理事より報告 資料有
・紙面通りの報告です。
・今月は今までの中で一番閲覧数が少なかったので、お盆休みの影響がある
のかと思っています。
８ 厚生委員会 前原理事より報告 資料有
・7月31日に委員会開催しました。
・28年施設設調査 9月末までに報告案を作成します。
・29年度の会員調査について、発送の準備が整っています。
・ゴルフ大会は4名の参加者です。10月4日の締め切りです。
渡邉理事）70周年の記念大会ということで、理事の方も多数参加をお願いしま
す。
大内会長）何名ぐらいの予定でしょうか。
佐藤副会長）6組24名です。
印南理事）ホームページにはまだ掲載していません。
前原理事）掲載します。
９ 医療被ばく最適化推進委員会 渡邉理事より報告 資料有
・一般撮影分野論文を日本放射線技術学会誌（和文）に投稿しましたが査読
結果が送信されてきました。現在、修正作業を行っています。
・メールで既に報告したとおり、日本学術会議から『CT 検査による医療被ば
くの低減』が公表されました。CT の医療被ばく低減に関して規制や診療報
酬点数への反映が提言されています。

報告

報告

報告

報告

報告

報告

10 その他
金岩理事）ハロー横浜について、神奈川県医療専門職連合会から依頼が来てい
るのでしょうか。
大内会長）既に依頼が来ています。神奈川県放射線管理士部会に依頼をしてい
ます。
議題3
3-1

3-2

審議事項
創立70周年記念大会 田島副会長より報告 資料有
・第12回 創立70周年記念大会 組織委員会を8月１日に開催しております。
・報告は紙面通りです。粛々と進めております。わからない点があればご質
問ください。

報告

公益渉外活動・イベント
大内会長）JART からレントゲン週間のイベントについて、報告をしてください
と連絡が届いています。
佐藤副会長）ハロー横浜への参加報告が適切だと思います。
松本理事）ハロー横浜へのイベント参加ということで、28日に提出します。

報告

大内会長）神奈川県放射線技師会ののぼり作成について、1枚１万円になるとい
うことですが、もう少し安価なものがあると思います。
松本理事）探してみます。
大内会長）見積をとり、予算内であれば購入を進めてください。
公益活動については、理事もできるだけ参加をよろしくお願いいたします。
千田監事）配布するものについても、よく吟味して良いものを選んでくださ
い。
継続

3-3

3-4

JART 関連セミナー・講習会 田島副会長より報告 資料有
・8月27日（日）フレッシャーズセミナーを開催します。
46名の申し込みがありました。
・10月に第4回統一講習会を開催します。申し込みが始まりましたらお知らせ
します。
大内会長）ぜひ会員・非会員にお声掛けください。
JART 合算請求に伴う対応
伊藤理事より報告
別冊資料：財務〔会費合算請求〕2017年8月理事会 別冊資料
・7月26日に JART より説明にお越しいただき、検討会を行いました。
・合算請求説明
JART 会費に KART 会費を合計して JART に収納することです。
都道府県放射線技師会のみ所属している会員への取り扱いはできません。
１

合算請求説明

１）会費の請求と払い込みについて
①会員への請求は毎年3月15日に次年度分の会費請求書（振り込み票）が届き
ます。
②自動引き落としについては、所定の手続き後、毎年4月6日に引き落としと
なります。
③払込先名は、日本診療放射線技師会となります。
④払込期限は9月30日です。
⑤払込先はゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、その他の金融機関です。
ゆうちょ銀行とコンビニエンスストアのみ、手数料は日本診療放射線技師
会が負担します。
２）納入された都道府県会費の送金の流れ（KART に関わる事項）
①KART 会費8000円は、毎月末日〆翌月25日で、指定口座に送金されます。

報告

②送金のための振込手数料（432円×12か月）は KART 負担になります。
③送金前（送金月14日頃）に CSV ファイルにて納入者一覧がメールで通知さ
れます。
④KART 納入者一覧の情報は、JART 番号、KART 番号、払込日時、会員氏名など
（別紙 参照）です。
⑤会費納入情報・会費納入状況は、JARTIS のパソコンで参照・出力が可能で
す。
３）JART の退会・除籍会員の取り扱いについて（JART 定款・規定）
①毎年度3月初旬までに申請される退会者分については、退会処理が行われた
後、請求対象から除外され新年度の会費請求書は発行されません。
②会員資格喪失者（除籍）は2月中旬に決定し、除籍の決議がなされた会員は
新年度の会費請求書は発行されません。
４）合算請求作業について（別紙「会費合算請求作業スケジュール」参照）
①毎年2月上旬、JART より合算請求要項案内が送付され、合算請求採用の回答
書（合算請求を次年度するかどうか）に回答します。会長印を押印します。
②2月下旬から3月3日の約2週間で「合算請求情報」を KART が作成します。
これは JART から メールで送られてくる合算請求用データフォーマット
（CSV 形式）に当会会員の請求金額をそれぞれ入力し返信します。
５）会費未納者、重複払い、会費支払確認など JART の対応について
①9月30日の時点で、会費未納者に対する再請求は JART が行います。
②過年度分未納者に対しては、新年度請求書に過年度分が加算された額が請
求されます。
③重複払いは JART が返金により対応します。現金の返金対応となります。
④JART 退会、除籍は自動的に KART 会費の請求も止まります。KART だけの入
会もできなくなります。
⑤最新の会費納入状況は JARTIS で確認可能です。支払後、金融機関と収納代
行業者を経て JARTIS に反映されるため、納入確定は最長で10日間程かかる
場合があります。この時点での確認作業は JART で行います。
⑥会費納入確定の確認は、JART ホームページの「マイページ」で会員本人が
ログインして確認することができます。
（JART、KART 共）
。
報告
大内会長）除籍以外の内容について質問はありますか。
質問がないので除籍の審議に進みます。
２

合算請求実施にあたっての当会の対応（案） 大内会長

・
「理事会審議において決定すべきと思われる事項」
１）合算請求に伴う KART の対応（事務局に関する事項）
①会員からの問い合わせに関して（事務局）
・会員からの会費支払問い合わせは、JART ホームページの「マイページ」
にアクセスし、会員本人で確認していただくか、JART に直接問い合わせ
ていただくように案内する。
承認
②KART のみ所属する会員に関して（事務局）
・JART の合算請求は反映できないため、KART 独自で会費請求の対応をする。
（今までの方式を継続）
。6月末現在81名の対象者が存在します。
承認
③会計処理に関して（事務局・財務委員会）
・毎月25日に送金された金額で仕訳伝票をおこし、預金台帳の記載と PCA
会計ソフトの入力は月単位の合計で行います。
（JART も同様）
。
承認
・システムの対応も必要であるため、関連する委員会に協力をお願いしま
す。
２）合算請求に伴う KART の検討事項（運用に関する事項）
①3年会費未納者への対応
・合算請求システムでは、2年会費未納の JART 会員は3月上旬に除籍決定さ
れ（理事会において審議される）、新年度の会費請求書は発行されない。
・いままで KART は3年会費未納者に対して「再請求および除籍通知」を発
送して、退会者の歯止めを行う対応に努力してきた。これにより、3年分

の会費を支払い、会員権利を継続する会員も少なくありません。
・KART の定款では2年以上の会費未納者ということになっており、3年以上の
未納者を除籍としています。未納3年目でも会費を支払っていただける方は
数名いらっしゃいます。除籍に対する未納期間について意見をお願いしま
す。
松尾理事）わかり易いほうが良いと思います。
江川理事）KART の定款は2年以上となっているので定款通りで良いと思います。
津久井理事）KART 会費未納者は、未納3年目で初めて通知を受けるのですか。
伊藤理事）未納になってからは、毎年通知をしています。
山﨑監事）定款より2年間会費未納であれば、本来は除籍ということです。あら
ためて会員に周知していただきます。
伊藤理事）現在 JART は会費未納2年で除籍になり、その後 KART のみの会員がで
きています。
渡邉理事）定款の除籍に関する内容を、しっかり会員に周知していただき、知ら
なかったと会員から意見を受けないようにしてほしいです。
大内会長）KART の会費未納期間も2年で除籍とすることでよろしいですね。
大内会長）再入会者の会員番号についてを先送りし、KART 除籍者の決定につい
てを審議します。
②KART 除籍者の決定について
・JART は2月中旬に除籍者を決定し、除籍の決議がなされた会員には新年度
の会費請求書は発行されません。KART は3月末の時点で除籍会員を決定し5
月の理事会で承認をしていました。JART に合わせて、3月前の理事会で除
籍対象者を承認する必要があります。
松尾理事）2月までの理事会で除籍対象者を承認し、3月末日までに支払いがあれ
ば会員継続ということですね。
伊藤理事）未納2年目の9月30日が会費支払期限なので、除籍検討会員となりま
す。JART も除籍検討会員として様子を伺い、2月に除籍の決定をします。
JART から2月末に送られてくる合算請求用データフォーマットに、KART 会
員の会費請求額を正確に入力することができます。
大内会長）KART の会費未納期間2年で除籍とするは、承認でよろしいですか。
③再入会者の会員番号について（元に戻すか、新規番号を付けるか）
。
・現在 KART では、再入会者は前入会時の会員番号を復活させ運用してき
ました。合算請求では JART は再入会者には新規番号が割り当てられるた
め JART 番号と KART 番号の整合性が取れなくなる可能性があります。
・会費合算請求に対応できる、KART 会員データベ－スの構築に支障が出る可
能性があります。
④定年退職者への対応について
・定年退職を理由として退会される会員の防止策として「会費減額案」を検
討し、会費合算システム実施にともない施行するか、もしくは施行するタ
イミングを模索したいと思います。
佐藤副会長）定年退職時に診療放射線技師としての業務に関わっているかも四役
会で意見に上がりました。
松尾理事）神奈川県放射線技師会活動に魅力があれば、会員を継続していただけ
ると思います。地区放射線技師会の活動も大きく関わっていると思いま
す。
大内会長）地区放射線技師会で活発に活動され、会員を継続していただいている
方も多くいらっしゃいます。
山﨑監事）JART の定年退職者の会費減額案はいつ提案されるのですか。
大内会長）次回の総会にかけ、次の年に施行されると思います。
山﨑監事）年齢については何歳からですか。
大内会長）65歳からだと思います。

報告

承認

報告

承認

報告

山﨑監事）雇用については本人が希望すれば、65歳まで雇用しなければならない
ようになってきています。
髙橋相談役）日本放射線技術学会は60歳になったら、会費15000円が8000円にな
り驚きました。
津久井理事）施設によって定年退職年齢が違うので、定年退職者の把握が困難と
思います。証明書も必要になると思います。
大内会長）その他提案はあるでしょうか。会費減額を今後検討するということで
よろしいですか。
松尾理事）具体的には会費半額を目指してほしいです。
伊藤理事）60歳以上の会員数と、会費を半額にした時の事業内容がどうなるかを
計算します。
大内会長）JART の状況を聞いてみます。60過ぎの方は10年以上会員であると思
います。
伊藤理事）会費合算請求に関し、会員の問い合わせはすべて JART に問い合わせ
をしていただく対応となります。しかし今までは、事務局が会員に対し
て、懇切丁寧に電話対応し、努力してきたことをお忘れなくご理解くださ
い。
現在81名の KART のみの会員に対しては、会誌発送等今まで通りの対応を
していただきます。
会計仕分け上の運用も、入金の都度氏名と金額が書かれた仕訳伝票から、
金額と人数が書かれた簡略なものに変わります。監査時の対応も心配して
います。
合算請求実施決定後の準備事項 大内会長
１）会員への周知方法
・会誌とホームページで周知します。掲載の説明文書作成は、11月発送会
誌に掲載できるよう準備します。ホームページは説明文書が完成次第、
掲載します。
２）KART のみ所属会員の把握
・現在81名 KART 独自で会費請求の対応をします。
３）KART 会費免除者、減免会員の把握
・合算請求フォーマットの入力作業で重要です。
４）過年度分未納者の把握
・施行年度に限り、過年度未納分の合算請求はできません。
５）H29年度会費未納者の再請求の時期およびタイミングの検討
・JART から3月15日に発送される新年度会費請求と重複することによるト
ラブルを回避しなければなりません。
６）会費合算請求に対応できる、KART 会員データベースの構築をする。
・JART との連絡を密にし、慎重な対応が必要と思います。
印南理事）3月末はデータベース更新の時期になりますので、この内容に合わせ
た更新をしたいと思います。

継続

３

3-5

その他
１ 神奈川放射線友の会
・創立10周年を記念して、書籍150冊を503号室に置かせていただきます。
２ 千葉県診療放射線技師会より地引網案内の件 参加者確認
・参加者無し
３ 神奈川県医師会 新役員就任披露の会 欠席
・新任会長とは挨拶済み
４ 会費免除申請 １名
（議題2-1会長報告で承認済み）

報告

報告
確認
報告

山﨑監事より総評
会費の合算請求について会員への周知をし、スムーズにいくように協力してくだ
さい。
もう少しで創立70周年記念大会です。本格的に準備に入らないといけないと思ま
すので、皆さん協力してください。よろしくお願いいたします。
以上

