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議

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）

１

前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
・フレッシャーズセミナー

8 月 27 日（日）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

8 月 28 日（月）

・二役会

9 月 14 日（木）

・神奈川県医療専門職連合会理事会

9 月 20 日（水）

・第 33 回日本診療放射線技師学術大会

9 月 22 日～24 日（金～日）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

9 月 26 日（火）

・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 会費合算請求
3-5 会員データベース
3-6 選挙管理委員会日程
3-7 その他

【資料リスト】
① 平成 29 年 9 月理事会資料
② 20017-9 理事会 その他報告事項
【2017-9 月理事会 その他報告事項】
１ 本会共催名義の使用について

【ＪＡＲＴ】

２「創立 70 周年記念 第 17 回神奈川放射線大会」及び「創立 70 周年記念 特別講演」
に係る後援名義の使用について

（回答）
【神奈川県知事】

３ 第 11 回神奈川県糖尿病療養指導士認定機構研修会のご後援の御礼
【県糖尿病療養指導士認定機構】
４ がん征圧月間運動ポスターの掲示について

（依頼）
【(公財)かながわ健康財団】

５「世界骨粗鬆症デー 2017」ポスター及びリーフレット送付のご案内
【(公財)骨粗鬆症財団】
６ 役員就任の挨拶
・㈱千代田テクノル
* 回答が必要な文書
７ 第 63 回神奈川県公衆衛生学会への協賛広告の募集について

【県公衛協】

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

結果

前回議事録採集者、松尾理事より説明
訂正事項
・議題 3-4 JART 合算請求に伴う対応、
2）合算請求に伴う KART の検討事項、
①3 年会費未納者への対応、の文章中
「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。
（承認）
」を削除
・議題 3-3 および 3-4 の付番位置が本文と 1 行ずれている為、訂正

承認

議題 2

報告事項

2-1

会長報告
・フレッシャーズセミナー

8 月 27 日（日）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

8 月 28 日（月）

・二役会

9 月 14 日（木）

・神奈川県医療専門職連合会理事会

9 月 20 日（水）

市民公開セミナーのポスターは訂正があり後日郵送される
2 月発行会誌の原稿依頼あり（心疾患について）
→学術委員会で対応（12 月中旬〆切） 承認
・第 33 回日本診療放射線技師学術大会

9 月 22 日～24 日（金～日）

・平成 29 年度第 1 回全国地域連絡協議会（全国会長会議）9 月 23 日（土）函館
1.柔道整復師法一部改正に伴う国会審議あり
2.JART 年会費の減額について 61 歳以上で検討中
3.災害支援診療放射線技師研修会 12/23･24

→災害対策委員会で出席者推薦 承認

4.被ばく低減認定施設への協力について、平成 32 年 250 施設を目標
5.統一講習会受講率等について

報告

渡邉理事）柔道整復師法一部改正に伴う反対表明決議は、技師会としてではなく
技師連盟としての反対なのでしょうか。
大内会長）会議内では触れられなかったが、政治家繋がりで文書が提出されたと
思われます。
渡邉理事）技師資格を守っていく為にも技師会への入会を促し、技師会を盛り
立てて行くきっかけとした方がよいと考えます。
田島副会長）教育セミナー内でも大学授業単位が異なるとの話題がありました。
柔道整復師の方が現状 4 単位多く、今後技師会として大学 6 年制化
も含め授業単位を増して行きたいとの事です。
渡邉理事）被ばく低減認定施設について、認定施設を増やす具体的なプランの
提案はあったのでしょうか。
大内会長）とくに提案はありませんでした。
渡邉理事）過去 10 年以上活動での現状の施設数なので、簡単に増えて行かないと
思われます。JART に具体的プランを立てるように提案した方がよいと
考えます。
大内会長）機会があれば提案して貰いたいと思います。
・創立 70 周年記念大会組織委員会

9 月 26 日（火）

・その他
会員の動向：入会会員 5 名、退会会員 1 名（死亡退会）
平成 29 年 8 月 31 日現在 会員 1447 名、賛助会員 38 社

報告

各委員会報告
2-1

１ 総務委員会

江川理事より報告

資料あり

・9 月 8 日に総務委員会を開催
主に 70 周年記念大会、会員データベースについて検討
・JART より台風 18 号による被災会員の問い合わせあり
組織委員会を通じて情報収集したが被害情報なし
２ 財務委員会

伊藤理事より報告

報告

資料あり

・平成 29 年度 8 月分残高試算表（Ｂ）について
正会員入会費：入金 2 万 6 千円 正規入会者 2 名･初年度入会者 3 名
正会員会費：入金 56 万円 29 年度累計納入率 56.6％
賛助会員会費：入金 54 万円

累計 23 社（23 口）

・事業支出について
今回、学術大会と 70 周年記念事業および渉外委員会イベントにより、公１の
一部項目で予算残高がマイナスとなっている（他の事業ではマイナスなし）
公１）会議費：予算 2 万 5 千円に対し､当月末支出費 3 万 3 千円
交通費：予算 3 万 4 千円に対し､すでに支出 14 万 4 千円
雑費：予算 18 万 2 千円（骨密度レンタル 3 回）､現時点で支出 11 万円
管理費）傷害保険料：支出 19 万 5 千円（補償内容調整）
顧問料：支出 54 万円
・会費納入者数：8 月 817 名（納入率 約 56.5％）
、8 月は納入者やや減少
・会員数：8 月入会 5 名･退会 1 名、少しずつ会員数が伸びている
３ 組織委員会

松尾理事より報告

報告

資料あり

・9 月 14 日に組織委員会を開催
各地区活動報告あり
会費合算請求（案）について説明（利点､会費支払期限など）
70 周年記念大会について説明（プログラム､一般演題募集など）
・ハローよこはま：イベント協力 3 名予定（高橋直委員､早瀬委員､松尾理事）

報告

大内会長）横浜北部地区でホームページを立ち上げたようですが、更新を頻繁に
して欲しいと思います。
印南理事）技師会ホームページのリンク先に北部地区を入れますか。
松尾理事）まだオープンにしていないので、もうしばらくお待ち下さい。
４ 学術委員会

引地理事より報告

資料あり

・9 月 8 日に学術委員会を開催
・セミナー開催案内：各委員会や各施設で広報をお願いしたい
・平成 29 年度神奈川県診療放射線技術講習会：第 1 回を 10 月 15 日に開催予定
・気管支模型セットの購入希望あり（栃木県立がんセンター）
：4 セット発送済 報告

５ 渉外委員会

松本理事より報告

資料あり

・9 月 11 日に渉外委員会を開催
・湯河原ファミサポまつり（9 月 9 日）
・ハローよこはま（10 月 8 日）：渉外委員会､組織委員会､管理士部会から
11 名参加予定

報告

大内会長）JART からハローよこはまのグッズ承認が来ています。近日中にグッズ
が届く予定です。
松本理事）ありがとうございます。
田島副会長）渉外活動がやや少なくなって来ているのではないかとの声を聞いて
います。次年度の予定で検討をお願いします。
松本理事）了解しました。渉外委員会で検討します。
６ 編集委員会

上遠野理事より報告

資料あり

・8 月 30 日に編集会議を開催
・会誌 KART 神奈川放射線だより No.270 号（9 月号）
：9 月 25 日（月）発行済
・会誌 No.271 号（11 月号）
：
原稿〆切：10 月 26 日（木）
発行予定：11 月 28 日（月）発行部数 1550 部
巻頭言：千田監事、コラム：前原理事
・会誌 No.272 号（1 月号）
：
70 周年記念誌を同封予定の為、発行日が通常より早まる
原稿〆切：11 月 22 日（水）
発行予定：1 月 15 日（月）発行部数 1550 部
巻頭言：山﨑監事、コラム：伊藤理事

報告

津久井理事）会費合算請求の案内はホームページと同様のものでしょうか。
大内会長）一度原稿を書いてみます。
７ 広報委員会

印南理事より報告

資料あり

・9 月 12 日に広報委員会を開催（資料の日付訂正あり）
・ホームページアクセス数：7109views、前年同月とほぼ同数となった
・Windouws 更新作業：各ノートパソコン更新済
・ホームページレンタルサーバー更新：契約更新済

報告

・無線通信障害あり（501 号室）
：無線ルータ（3 台）の更新を検討しています｡
ご審議をお願いします｡
松尾理事）無線ルータは 3 台での設定が難しいので 2 台の方がよいと思います。
津久井理事）自動ローミング設定は出来ないのでしょうか。
松尾理事）病院のような設定はかなり難しくなると思います。
大内会長）委員会一任での購入の方向でよろしいですね。
印南理事）ありがとうございます。広報委員会で検討、購入します。

承認

８ 厚生委員会

前原理事より報告

資料あり

・委員会の開催なし（次回 10 月 25 日開催予定）
・平成 29 年度会員調査票：会誌 9 月号に同封
・ゴルフ大会：10 月 22 日予定
・平成 28 年度施設調査の報告：遅れているので今後進めていく
９ 医療被ばく最適化推進委員会

渡邉理事より報告

報告

資料あり

・9 月 7 日に委員会を開催（議事録は後日送付予定）
・一般撮影分野の論文：査読結果を修正し日本放射線技術学会誌に再投稿
・平成 28 年度 CT 被ばく線量調査結果：入力と検証作業を実施中
・平成 27 年度 撮影条件調査（一般撮影分野）
：参考撮影条件の提示を検討
・平成 30 年度は IVR 分野の活動を予定
・JART 函館大会にて当委員会活動を報告

報告

大内会長）JART 函館大会では、神奈川県は結構活動している印象がありました。
田島副会長）他県で何件か報告がありましたが内容が違いました。全国的には
神奈川県ほど未だ実行されていない感じです。議論するところは
あるのでしょうが、随分先を行っている感じです。
大内会長）これからも続けて行って欲しいと思います。
渡邉理事）ありがとうございます。

議題 3

審議事項

3-1

創立 70 周年記念大会

田島副会長より報告

資料あり

田島副会長）着々と準備が進んでいて､現在､行政関係を調整中です｡プログラムも
大部分が決定しました｡今後､各委員会に依頼する事が沢山出てくる
と思いますので､ご承知頂きご協力をお願いします｡
大内会長）プログラム内の講演「医療提供体制を変えるにあたり（仮）県へ依頼」
は､詳細は決定しているのでしょうか。
田島副会長）講演者も決まりましたので､ご安心下さい。
3-2

公益渉外活動･イベント

松本理事より報告

資料あり

松本理事）
「のぼり旗」購入について､前回見積りでは 2 本 1 万円でしたが､今回
別業者の見積りでポール付き旗 2 枚で送料手数料込み 4,112 円があり､
予算内に収まりました｡
また今回「配布用ボールペン」について幾つか見積りを取りました｡
1 色単体（最低個数 300 個）技師会ロゴ入りで 26,568 円でした｡
委員会案として､ボールペンを箱に入れ､箱にも 70 周年記念や技師会
等のロゴを入れると 45,252 円となりました｡審議をお願いします｡

報告

田島副会長）ボールペンの箱とはどういったものでしょうか｡
松本理事）当初ボールペン単体でビニール袋入りを考えていたのですが､委員会で
見劣るという意見があり､それで箱入り案が出ました｡
田島副会長）箱代 2 万円は高いと思います｡その分ボールペンへの上乗せがあった
方がよいと考えます｡例えば 3 色やツボ押し付きボールペン等です｡
東京都技師会は､この前はマグネットが無くなりツメ切りでした｡
そんなに予算は取っていないと思いますが｡
松尾理事）消しゴムはどうでしょうか｡以前の JART グッズの中では消しゴムが
一番良かったです｡外側にマスコットやホームページアドレスがあり
単価も安く､子供や親が喜んで貰ってくれました｡
松本理事）今回､見積りは取っていません｡
田島副会長）何も 70 周年と入れなくてもよいと思われます｡300 個作って余った
場合､70 周年ではないのに 70 周年ロゴでの配布というのもどうか｡
松本理事）ロゴ等のデザインはまだ決定していません｡
大内副会長）予算内であればすぐに購入して欲しいと思います｡ハローよこはま後
のイベントは 70 周年記念大会となるので､70 周年ロゴの場合 300 個
を配布しなければいけない事も考慮して下さい｡
大内会長）ボールペンは来年様々なイベントで使用すると思います｡
松尾理事）箱は大事に取っておかないと思います｡
田島副会長）講演した方には箱入りもよいかもしれませんが､皆に配布するものに
対してはそこまでのものはいらないと思います｡
大内会長）70 周年に間に合えばよいと思います｡
松本理事）ボールペン自体に付加価値を付ける方向で検討します｡

継続

大内会長）のぼり旗は色々なイベントで使用します｡
松本理事）のぼり旗は発注後 4 日で納品されます｡
江川理事）デザインは決まっているのでしょうか｡
松本理事）青地に白文字で「公益社団法人 神奈川県放射線技師会」となります。
田島副会長）技師会のマークも入れて欲しいです｡
松本理事）マークを入れるともう少し値段が上がります｡
大内会長）文字だけの他団体もあります｡10 月 8 日ハローよこはまに間に合う様
にお願いします｡
松本理事）了解しました｡
3-3

JART 関連セミナー･講習会

承認
田島副会長より報告

資料あり

田島副会長）フレッシャーズセミナー開催（8 月 27 日）46 名参加でした｡
業務統一講習会を開催予定（10 月 28～29 日: 県立がんセンター）
現時点で 9 名応募があり募集期間は 10 月 15 日までです｡参加の
広報をお願いします｡
津久井理事）業務統一講習会の案内が､KART ホームページに掲載されていません｡
引地理事）後で資料を送付しますので､至急掲載をお願いします｡

報告

3-4

会費合算請求

伊藤理事より報告

資料あり

伊藤理事）会費合算請求を実施する前提で準備中です｡
・10 月末に未納者へ会費再請求
・再請求文書作成､10 月末提出
・未納者の除籍や納入期限等の問題を 1～2 月で検討予定
・30 年度会費から合算請求となるが､29 年度未納者の扱いも検討
スムーズに実施する為に大塚商会データベースを更新し､合算請求に
合わせたデータベース構築にする必要があります｡
3-5

会員データベース

印南理事より報告

資料あり

印南理事）会員データベースが来年 1 月末に更新期限となります｡会員システム
更新について､構成メンバー5 名で検討しました｡
現システムは合算請求に対応できていない､滞納者抽出機能不具合や
不要な項目等の問題が多く使用不可です｡また JART 会員情報システム
の利用は､神奈川地区別項目がない､必要以上のデータ､旧字体の使用
不可等で日常業務が煩雑となり使用困難です｡
検討した結果､神奈川独自の会員システム構築が必要と判断しました｡
今後更新への課題として､JART と KART 会員情報の整理追加､追加変更
項目(会員 ID､所属区分､メールアドレスなど）検討､合算請求に対応
できる項目と抽出機能､合算請求データのインポート､入力項目の簡略
化等があります｡
新システムの要求項目として､上記項目に加え､クラウドでのデータ
バックアップ体制や安全性環境､共有ファイルサーバ設置があります｡
共有ファイルサーバに関しては､広報委員会でセキュリティ､保管資料
容量等について今後再検討します｡
更新する新システムは業者 3 社（大塚商会､シクミネット､Itnet）から
選定検討しました｡
現システム（大塚商会）
：5 年 2,618,640 円（1 ヶ月 43,644 円）
新システム候補：
・大塚商会：5 年 2,702,160 円（1 ヶ月 45,036 円）
・シクミネット：5 年 5,400,000 円､初期システム費用 2､160､000 円､
利用料保守費用 1 ヶ月 54,000 円
・Itnet：5 年 2,125,440 円（１ヶ月 35,424 円）
6 年目以降継続リースの場合､年間 28,512 円で使用可能
検討した結果､Itnet 社の提案がよいと思われます｡他社よりも安価で
セキュリティも高く､ソフト修正が容易に行えるメリットがあります｡
補足として､大塚商会の現システムは H30 年 1 月末までリース残債が
あり､システム構築には 2 ヶ月掛かります｡
審議をお願いします｡

報告

松本理事）Itnet 社のファイルメーカープロは大丈夫なのでしょうか｡
印南理事）実績のあるシステムなので大丈夫です｡
松尾理事）年会費 8000 円､会員 1400 名として計算すると､会費収入の約 3.8％
（会員 1 人当たり約 305 円）をこのシステムに使用する計算です｡
比率を考慮すると､このシステムでよいと思います｡
大内会長）かなり高額ですが､更新が前提となっています｡
津久井理事）今年度の事務用品の保守契約とは別ですか｡
伊藤理事）今年度の予算には入っていません｡1 月末で契約が切れる為､費用が
あまり掛からない様に来年度の予算申請での予定でした｡
津久井理事）予算の中では今年は大塚商会のリースという形で入っています｡
同じリースという形で会社が代わって継続していくと考えればよい
のでしょうか｡また予算は来年度分に計上でしょうか｡
伊藤理事）そうです｡
印南理事）現在の大塚商会のリース契約と更新システムの契約時期が一部重なる
と思います｡12～1 月の 2 ヶ月位だと思います｡
伊藤理事）一括購入とリースの総額を見ると､大塚商会 10 万円､Itnet で 13 万円､
5 年間で 13 万円位の差額なので､そのままリース契約を考えています｡
また 5 年後には別の機能が必要になってくるかもしれません｡
印南理事）第 1 期から第 2 期へ更新の時にも大幅なリニューアルがされていて､
高額な金額を一括で払って現システムがあります｡また Itnet 社は､
保守契約の中で軽微な修正は可能であり､自社開発の為ある程度は
融通が利くのではないかと思います｡
大内会長）新システム追加項目である､メールアドレスの件です｡
JART では会員本人にメールアドレスの使用確認を取っていますが､
神奈川にデータを移行する際に本人には断っておらず二次利用という
考えがあります｡また JART から全データを移行している為､そのまま
必要なしという考えもあります｡
松尾理事）JART ではメールアドレスは個人 ID の代わりになります｡KART でも
違った部分で必要になってくるのではないでしょうか｡
津久井理事）JART にプライバシーポリシーはないのでしょうか｡
伊藤理事）JART から貰えるのであれば JART は全て許可していると思います｡
松尾理事）メールアドレスを使用する目的が特にないのであれば､公表しなくても
よいのではないですか｡
印南理事）今の時点では何に利用するかという案もない為､ただ項目だけで持って
いる事になります｡
津久井理事）ただ持っているだけでは､使う使わないという話はしなくてもよい
のではないでしょうか｡
田島副会長）合算請求のお知らせと一緒に､すべて移行される旨を会誌に掲載
すればよいと思います｡

大内会長）共有ファイルサーバについてはどうでしょうか｡
田島副会長）データベースと離して貰えればクラウドでもサーバでも大丈夫です｡
松尾理事）すごく便利だと思います｡安全なデータを入れて､漏れても大丈夫な
データをそこに入れて試しに使用してみればよいと考えます｡
印南理事）会員データバックアップは直接クラウドで保存を考えています｡
共有サーバへのバックアップ保存は全く考えていません｡共有サーバ
を置く場合でも会員データは入りません｡
大内会長）これは広報委員会で再検討して下さい｡

継続

伊藤理事）どのシステムにするかは､金額と委員会の推薦内容を参考に検討して
頂きたいです｡
松尾理事）使い勝手が悪いものを使用するより､前よりも柔軟になるのであれば
Itnet 社の方がよいと思います｡
印南理事）事務局とも何回も折衝しています｡
田島副会長）保守だけはしっかり確認をして欲しいです｡ソフトのみという
アバウトなものではなく保守契約として別に貰って欲しいです｡
印南理事）軽微なソフト修正はやってもらう様にお願いしています｡
またウィルス感染等の「等」の言葉は注意し確認しました｡個人で
USB を挿してそれが原因で広がった場合を想定しているとの事です｡
伊藤理事）システム完成は 12 月中旬を予定しています｡
印南理事）料金が発生する時期がいつかは確認します｡
大内会長）委員会提案の Itnet 社システムでよいでしょうか｡
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選挙管理委員会日程

江川理事より報告

承認

資料あり

江川理事）来年度は新役員を決める選挙があります｡選挙に係る定款､規定が資料
にありますので､一読下さい｡

報告

江川理事）選挙までの日程案ですが､前回を参考に作成しました｡
今回は選挙までの流れのお知らせです｡
・選挙管理委員召集：12 月上旬
・会誌 1 月号で公示をするが､70 周年記念大会で 2 週間早まる
選挙管理委員会の召集は 12 月で間に合うのか（12/22 原稿〆切）
田島副会長）11 月末締めでないと､難しいのではないでしょうか｡
大内会長）12 月上旬に召集し､その場で日程を決めておけば大丈夫だと思います｡
11 月での召集も可能です｡1 月号で公示､3 月号で立候補者掲載です｡
山﨑監事）総会日程を先に決めておかなければ決まらないと思います｡
江川理事）5 月 25 日に総会開催､場所は例年どおりで予定します｡
大内会長）また来月､詳細日程を確認したいと思います｡

承認
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その他
大内会長）金森さんが本を出版しました｡様々な分野の情報が載っている辞書
みたいな本です｡欲しい方は申込み用紙に記載して下さい｡
大内会長）放友会から 10 周年記念として「食と放射線」が技師会に贈呈され
ました｡事務所に置いておきます｡
伊藤理事）予算検討の時期です｡70 周年とか会費合算請求があるので､速やかに
進めて行きたいと思っています｡〆切もタイトに考えています｡
次回の理事会で報告できる様に進めて行きます｡
大内会長）回答が必要な文書で､神奈川県公衆衛生学会への協賛広告募集ですが、
例年通り実施しますので､ご承知下さい｡

報告

千田監事より総評
・傷害保険ですが周知徹底されていないと思います｡どういった場合に保険料が
支払われるのか､委員皆さんに広報した方がよいと思います｡
・会員調査の回収ですが､自分の職場は 100％になる様に協力して頂きたいです｡
・統一講習会も 1 万人目標にしていて目標を超えたという事ですが､技師会の
組織率を上げる為にも講習会を受講したり資格を取る等､一般にアピールして
いかなければいけません｡今月も新入会員が何人か増えていますが､さらに
増やしていければ良いと思います｡

以上

