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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
・英一番館及びホテルニューグランド打合せ

10 月 8 日（日）

・ハローよこはま ２０１７

10 月 8 日（日）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

10 月 10 日（火）

・神奈川県診療放射線技術講習会/四役会

10 月 15 日（日）

・神奈川県病院医療関係団体連絡協議会

10 月 18 日（水）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

10 月 24 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 平成 30 年度事業計画と予算案
3-5 会費合算請求
3-6 その他

【資料リスト】
① 平成 29 年 10 月理事会資料
② 20017-10 理事会 その他報告事項
【2017-10 月理事会 その他報告事項】
1

退会会員の復帰について

【ＪＡＲＴ】

2

創立 70 周年記念大会への講演名義借用依頼について（回答）

【

3

講演名義の使用について（回答）

【相模原市】

4

講師派遣依頼の承諾について【湘南みわクリニック院長】

5

神奈川県放射線友の会 創立 10 周年記念式典開催について

【放友会】

6

平成 29 年度神奈川県公衆衛生協会長表彰被表彰者の決定について

【県公衛協】

7

第 63 回神奈川県公衆衛生学会のチラシについて（送付）

【

8

県民集会「国民医療を守るための神奈川県決起大会」
【県民医療推進会議会長】

9

【県保健福祉局医療部長】
医療事故情報収集等事業第 50 回報告書の公表について（依頼）

10 医療事故情報収集等事業第平成 28 年年報の公表について（依頼）【
11 医療事故の再発防止に向けた提言第 2 号の公表について（依頼）【
12 医療事故情報収集等事業第 49 回報告書の公表等について（依頼）
【

〃
〃
〃

〃

】

〃 】

】
】
】

13「2017 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】
14 日本放射線公衆安全学会からのお便り
15 ストーク伊勢佐木１番館管理組合第 34 期通常総会議事録
以上

議題番号

報告事項、審議事項
大内会長

結果

開始の挨拶にて

会費未納者リスト（1 年、2 年、3 年未納）回覧します。納入のアプローチ出来る
方はお願いします。
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、金岩理事より説明
訂正事項
・委員会報告 7 広報委員会の中で、ページ下から 3 行目の“承認”がずれてい
るので 1 行下に移動
・他の訂正なし

議題 2

報告事項

2-1

会長報告

承認

・英一番館及びホテルニューグランド打合せ

10 月 8 日（日）

・ハローよこはま ２０１７

10 月 8 日（日）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

10 月 10 日（火）

・神奈川県診療放射線技術講習会/四役会

10 月 15 日（日）

・神奈川県病院医療関係団体連絡協議会

10 月 18 日（水）

・創立 70 周年記念大会組織委員会

10 月 24 日（火）

・その他
会員の動向：入会会員 11 名、転入会員 1 名、転出会員 4 名、退会会員 1 名
平成 29 年 9 月 30 日現在 会員 1454 名、賛助会員 38 社
2-2

委員会報告
１ 総務委員会

江川理事より報告

資料あり

・平成 30 年度・31 年度、役員選挙に伴う準備について
・10 月 15 日（日）大屋選挙管理委員会委員長と打ち合わせ
・11 月 12 日（日）に選挙管理委員会を開催予定
データベース委員会 印南理事より報告

資料あり

・10 月 15 日（日）JART と KART の会員データベース擦り合わせ作業実施
・勤務先情報と自宅情報の 9 割に不一致があり、今後総務委員会含めて検討して
行きます。
・新規会員システムのリース料金見積を提示
前回提示した料金よりは若干安くなっていますがほぼ同額
その他保守料とクラウド費用については、見積を取り次第報告します。
・10 月 24 日（火）に大内会長、印南理事、事務局 2 名、IT ネット社 2 名で今後
の方針について検討をおこなった。前回の理事会にて旧システムと 1,2 ヶ月重
複する期間があると報告したが、リース会社にお願いして重複無しで 30 年 2
月から支払い開始となった。
・新規システムは 12 月中旬に完成予定。大塚商会の PC 保守契約は 12 月まで
となり 1 月の保守契約は解約としました。

上遠野理事）5 年間でこの総額となっていますが、一括で支払うのでしょうか、
それとも分割で支払いでしょうか。
印南理事）前回の理事会にて報告させていただきましたが、一括払いと分割払い
では 13 万円差額がありますが、伊藤理事より今までのシステムの支払い等を考
慮し、今回のリース契約にすることになりました。
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 9 月分主な収入について
正会員入会費：入金 3 万 8 千円 正規入会者 2 名･初年度入会者 9 名
正会員会費：入金 142 万 2 千円 29 年度納入率 67.7％
賛助会員会費：入金 8 万円（4 社） 累計 24 社（24 口）
・事業支出について
伊藤理事）上遠野理事より質問のあったリース料は現在も大塚商会へ毎月支払っ
ています。新しいシステムのリースがこれに変わります。
千田監事）P8 の見積書には IT ネット社ではなくリコーリース（株）になってい
ますがよろしいのでしょうか
印南理事）資料訂正 P7 項目 5 の“リース見積について（資料 1 参照）
→P8 リース御見積書に訂正。一括購入の場合は IT ネット社から購入、リースの
場合はリース会社、リコーリース（株）と契約になります。
大内会長）前回もリコーリースと契約となっています。
千田監事）もう少し詳細な記載をお願いします。
田島副会長）IT ネット社は保守だけを行うのですか。
印南理事）会員システムを作成します。リース契約で行うのでリコーリース（株）
を紹介されて契約します。PC を含めたシステム作成及び保守の全てを IT ネット
社が行います。
３ 組織委員会

報告
松尾理事より報告

資料あり

・ハローよこはまの参加協力（早瀬委員、高橋委員、松尾理事）
・JART の配布グッズが充実していた。
・神奈川県医療職連合会の中でお互い協力して行った。
・川崎地区秋山委員の代わりに山口前委員または宮本元委員がでる。
大内会長）ハローよこはまにて JART からの配布グッズを支給して頂きましたが報
告書は書きましたか。
松本理事）まだ出していません。早急にだします。
大内会長）JART への報告は早急に渉外委員会より提出してください。湘南地区の
会長が変わったので詳細がわかり次第連絡ください。

報告

４ 学術委員会

引地理事より報告

資料あり

・10 月 13 日に学術委員会を開催
・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
実施報告書は次回理事会にて提出します。
・次年度の開催日は県から 4 日間①10 月 14 日/②11 月 4 日/③1 月 20 日/
④2 月 17 日提示された。
・訂正 ４．放射線診療セミナー下段 第 5 回マンモグラフィ→第 6 回に訂正
・第 6 回マンモグラフィポジショニング実践セミナー16 名定員に達した案内を HP
に掲載する予定です。
５ 渉外委員会

松本理事より報告

報告
資料あり

・10 月 8 日（日）ハローよこはまに 9 名にて参加
・神奈川県放射線技師会ののぼり籏購入（2 枚）資料は 4 千 2 円ですが 4 千 4 円
に訂正。
・渉外用配布物の購入は 11 月の委員会にて決めて購入する予定。
大内会長）ハローよこはまの活動報告の中でブース来場者は 350 名、放射線の説
明 100 名となっていますが、乳がん触診体験は何名でしたか。
松本理事）ブース来場者ではなく乳がん触診体験者 350 名に訂正します。
佐藤副会長）医専連のブースの中では各団体健康チェックを行っている。次回は
各団体協力して一連で行った方が良いのではないか。医専連の中で連携して行
うことを来年度は提案する。
松本理事）渉外活動が少なくなっている指摘を受けて来年度増やす為に 10 月 28
日に川崎で行われる子育て支援フェスタに見学に行きます。
６ 編集委員会

上遠野理事より報告

報告

資料あり

・会誌 KART 神奈川放射線だより No.271 号から管理士部会の“医療の中の放射線”
は終了しているので代わりの記事を編集委員会で資料を準備しています。
・地域だより、もう一地区が入稿していません。
松尾理事）今日入稿します。
・ハローよこはまの報告は入稿しています。
・70 周年記念大会ポスター掲載内容で演題募集締切が 11 月 30 日ですが 11 月末
に発行する会誌に掲載するのはどうでしょうか。
・会誌 272 号は 70 周年記念誌を載せるため発行日が 1 月 15 日と早めていますの
で原稿締切は 11 月 22 日(水)に設定しています。
大内会長）271 号は会費合算請求の説明分を掲載します。後で審議します。
江川理事）272 号に次年度の役員選挙公示を出させて頂きます

報告

７ 広報委員会

印南理事より報告

資料あり

・ホームページアクセス数：7175views
・Windows 更新作業：各ノートパソコン更新済（10 月 24 日）
・前回審議した無線ルータはバッファロー（2 台）購入｡3 台目は今後検討する。
設置は次回の委員会にて行う予定。
・先ほど引地理事からもありましたが HP に掲載した内容に変更がある場合（募集
定員に達した等）個別に対応しますので連絡をお願いします。
田島副会長）次回の委員会はいつですか。無線ルータを交換時にはパスワードを
振らなければならないと思います。
印南理事）委員会は 10 日以降になります。パスワードは壁に貼ろうかと考えてい
ますが色々と意見がありますので設置までに検討します。
８ 厚生委員会

前原理事より報告

報告

資料あり

・10 月 25 日に委員会開催（議事録は後日送付予定）
・10 月 22 日（日）ゴルフ大会は台風 21 号のため 12 月 17 日に変更。参加予定者
24 名には個別に連絡した。今後 HP に順延になったことを掲載予定です。
・29 年度会員調査は 11 月集計作業、1 月に報告予定です。
・29 年度施設調査票作成中。新たに検像について項目を追加する。特に 1 次、2
次検像がどのように行っているか聞いてみる。
・28 年度施設調査は遅延していますが今年度中に報告します。
・ボーリング大会候補日は 2 月 24 日、3 月 3 日と検討中。
渡邉理事）ボーリング大会は 2 月の下旬から 3 月中旬の日程で判断します。意見
がありましたら連絡をください。
津久井理事）大会の開催日を会誌 1 月号に掲載するために締切は 11 月 22 日にな
ります。
前原理事）2 月なら現在予約を取れますが、3 月はまだ取れません。日時を決めて
場所は提示するが、場所が変更した場合は後ほど訂正をいれる必要があります。
大内会長）施設調査の項目で 2 次検像はどのタイミングのことですか。
前原理事）1 次検像は撮影者、2 次は検像端末で行うこと。曖昧なことがあるので
調べてみます。
渡邉理事)検像について技師会では診療報酬にすることを考えているのでそれに
沿って考えています。要望、意見がありましたら連絡をください。
上遠野理事）施設調査で物理士を採用しているか聞けますか。
渡邉理事）聞くことは可能ですが、細かく聞くと説明が長くなるので検像と一緒
には無理かと思います。医学物理士の事は大きな病院になり調査対象が偏って
しまう。小さな施設でも対象になる項目が良いのではないか。技師の職業域と
しては重要なことなので今後取り入れることが必要です。

報告

９ 医療被ばく最適化推進委員会

渡邉理事より報告

資料あり

・10 月 23 日の委員会を台風にて延期
・一般撮影分野の論文：2 回目の査読結果を修正して 10 月 19 日に再投稿、メー
ルにて知らせました。
・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
・一般撮影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
・KART70 周年記念誌への原稿作成
・KART60 周年記念大会における企画の最終検討
大内会長）論文のメールは委員だけですか
渡邉理事）2 回目の査読メールは、委員と会長だけに送っています。
大内会長）理事会メールで送っていただけると全員がわかると思います。
渡邉理事）3 回目の投稿ファイルは理事会メールで送ります。

報告

大内会長）全委員会報告で何かありますか。
上遠野理事）会誌に事務所の年末年始予定を掲載しますがどうなっていますか。
江川理事）12 月 28 日～1 月 3 日です。
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

報告

資料あり

・誌面報告
・委員会は 10 月 10 日、24 日に開催
・主に招待状及び表彰関係について検討
・表彰関連について、研究会代表推薦の表彰について研究会にお願いしています
が、代表者に依頼しているので代表（本人）を推薦することが難しい。そのため
研究会代表を 5 年以上（現代表も含む）の任期の方を対象とすることを追加した。
県下 10 研究会がありますが、5 年以上の代表を務めている研究会を教えてほしい。
・記念誌関連で未入稿リストを作成しました。賛助会員からの入稿が 15 社しかな
いので皆様からも声をかけて欲しい。
・拡大実行委員会開催予定 各理事、委員には当日の分担がありますので 2 月 4
日は空けておいて下さい。
田島副会長）最初に各研究会について聞きます。治療研究会はどうですか。
江川理事）現代表（松本）が 6 年です。
田島副会長）核医学はどうですか
渡邉理事）今の代表幹事から基準がわからないので聞いてきてほしいと言われた。
大内会長）基準は会員であること。
田島副会長）研究会として功績のある方 1 名、その他代表者 1 名です。今回は代
表者に依頼しているので、代表者自身を推薦できないのでこの 10 年間にて 5 年
以上代表をやっている方を追加しました。また誰を推薦するかは研究会の中で
決めることをお願いしています。各研究会へ連絡をお願いします。

渡邉理事）10 年前の表彰された方はわかりますか｡
大内会長）名前だけはわかります。功労賞は誰かと解りますがどこの研究会はわ
からない。50 年、60 年の表彰者リストもあります。
上遠野理事）60 年は特別功労賞 11 名 功労賞 13 名.功労賞は地区からの推薦、
特別功労賞は役員をされていた方です。感謝状 9 団体、個人は野口氏（JIRA）
だけです。研究会は出していないです。
田島副会長）特別功労賞は理事クラスです。
佐藤副会長）60 年には研究会には感謝状を出していませんね。
大内会長）この 10 年間に研究会活動が活発になってきたので感謝状をだすことに
しました｡
上遠野理事）前回の実行委員会のときにポスターを会誌に同封するとでましたが
山王印刷から回答がきまして、11 月 15 日に会誌送付するときのデータをこち
らに取りに来ますのでそこまでに事務所に用意してください。2 円/1 部で 2 部
として 4 円、約 1550 部で 7 千円位です。
江川理事）祝賀会の公示（会告）を会誌にだしますか｡50,60 周年は出しています。
田島副会長）1 月号では申込が終了しているので 11 月号になる。
千田監事）情報交換会をやらないのでそれを含めた文章をいれた方がいいです。
江川理事）会告は 1 ページになります。
大内会長）情報交歓会はやらないので祝賀会の会告は必要です。記念式典祝賀会
の会告を出します。
大内会長）後は 11 月 14 日の実行委員会に一任とする。

承認

上遠野理事）学術大会の演題は集まっていますか。
田島副会長）演題締切は 10 月末ですが、集まっていないので 11 月末に延長しま
す。演題を出すように進めて下さい。目標は後 30 です。後ほどメールで状況を
お知らせします。
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報告

公益渉外活動・イベント 松本理事より報告 資料なし
・川崎市の子育て支援フェスタが 10 月 28 日（土）川崎市教育会館でありますの
で見学に行きます。
大内会長）川崎市の何区で行いますか。
松本理事）資料がないので即答はできませんが次回の理事会で報告します。
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JART 関連セミナー･講習会

田島副会長より報告

報告

資料あり

・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）
応募人数１9 名。
・第 5 回業務統一講習会 平成 30 年 2 月 24 日(土)～25 日（土）
・JART 関連のセミナー今年度はこれが最後になります。
大内会長）次年度会場の提案がありましたらお願いします。

報告
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平成 30 年度事業計画と予算案

資料なし

大内会長）事業計画を報告
・事業計画は 11 月の理事会で文章を提案します。12 月の理事会で承認予定しま
す。新しい事業の提案に関しては来週中までに文章にして出してください。例
えば IVR の調査も文章を提出してください。
渡邉理事）委員会にでたら確定になります。IVR の調査は行いますが、どのよう
にして、どこまでどのようにやるか決まっていない。
大内会長）細かい文章はいりません。やることだけを文章にしてください。
渡邉理事）予算の裏付けあとでよろしいですか。
大内会長）予算は後ほど良いです。提出案も修正できます。他に新しい事業があ
りましたらメールを下さい。
伊藤理事）予算案を報告
・各委員会の予算案を提出していただきました。
渡邉理事）予算案提出はいつまでですか。
伊藤理事）今日までです。渡邉理事の IVR の調査は別便でメールを送っています。
伊藤理事）平成 30 年度予算案の審議は、1 月理事会までを目途に進めていきたい。
次回理事会では各委員会から提出された予算案を整理し、収支がどうなるかを
見極め、修正案を提示する。
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会費合算請求 大内会長より報告

報告
資料あり

・会員に対して会誌とホームページで年会費納入方法変更のお知らせを掲示しま
す。
・事務局と相談して提示する資料が少ないと指摘がありました。
〇合算請求にしたときの利点、コンビニでも振込ができるなどの取扱金融機関
が増える。
〇1,2 年未納者は未納分も合算して請求が行くこと。
〇平成 30 年以降は合算して 3 月中旬まで請求書が届く。
を明記する。
・除籍に関しては、今回 2 年で除籍として検討していたが、来年度請求に関して
は、いま 2 年未納の方は合算請求すると JART 会費 1 年分、KART3 年分の会費を納
入すれば救えるのではないかと事務局より提案された（JART 会費だけを納入して
いる方が多いため）
。
・JART から請求すると払い込み率が高い。
・3 年未納者はだめですが、2 年未納者を切るのではなく来年度の JART 請求にの
せて救済する。
・未納者個々にも案内をしなければならない。会誌のお知らせの中で未納分も含
めて合算請求が行くことを記載する。2 年未納者は書かないが 3 年分合算請求し
て 1 年間救済することができる。
（未納者と除籍に関しての質疑）
・除籍に関しては来年度からは未納 2 年、今年度 2 年未納の方は除籍にならない。
伊藤理事）2 年未納の方は何人いますか。

印南理事）正確な数字ではないですが JART を払い、KART 未払いは 50 名です。
伊藤理事）2 年未払いは 100 名弱になる。
大内会長）JART 会費だけを払っている人は、来年度 KART 会費未払い分と合算請
求が行きます｡
松尾理事）組織委員会では委員に 2 年滞納で退会になること伝える。納入期限の
9 月で期限があること伝えた。地域の技師会では伝わっている。
大内会長）2 年滞納で退会になることを周知されていない。個別に再請求して 1
年間は 3 年分請求されることを周知する。後は KART 会員が残るのではなく JART
会員として退会になる。
上遠野理事）今年度未納の方は会誌に書きますか。
大内会長）KART の未納分は個別に請求が行きますので書きません｡
金岩理事）除籍になった後、再度入会するときは入会金掛かりますか。
大内会長）未納分を払ってから再入会になる。
田島副会長）JART は払って KART 会費未納者は 50 名いる。JART は除籍にならず
KART は除籍になる。JART だけの会員になるが成立しますか。
伊藤理事）これは合算請求がない今だけではないですか｡
田島副会長）今だけでも 50 名になっていいのですか。
伊藤理事）JART 総会の時に分かれた時があり、それを戻したときに地区の会員に
もなる用に促した。継続していれば問題ない。
田島副会長）継続してやっています。
伊藤理事）来年度から合算になればなくなる。しばらくやっていないので、整理
するのは何年かの課題になります。
田島副会長）その人たちに説明するのはどのようにするのか。しかし合算請求に
なれば問題はない。
山﨑監事）請求書は 1 枚できますか。JART と KART 会費で 2 枚来ますか。
大内会長）1 枚できます。
松本理事）所属する地区は決まりますか。
田島副会長）地区は自由に選ぶことができます。
田島副会長）JART のみ加入している 50 名の方に地区に入ってくださいと JART よ
り促すので地区の入会金も必要になる。その説明が必要ですか。
印南理事）JART のみ支払いの 50 名は合算請求になるので KART の会費も支払う事
になる。
田島副会長）払わなければどうなりますか。未納は 1 年なので 3 万 1 千円の請求
が行きます。
翌年は 2 年分の請求が行くが KART は除籍になるのでどうなりますか。
松尾理事）技師を継続するために入らなくてはならないので KART 分も上乗せして
良いのではないか。
大内会長）1 年未納者は KART で 3 年救えば無くなる。来年、再来年度まで 3 年除
籍を止めれば整理できる。案内文章には細かく書かないが来年、再来年度は JART
に合わせて除籍とするとその人たちは救える。

伊藤理事）3 年で除籍と告知すると、定款との整合性はとれないのではないです
か。
大内会長）定款は 2 年以上となっている。理事会で 2 年にすると理事会決定とす
る。
田島副会長）定款は 2 年以上となっている。
山﨑監事）本来、2 年超えての未納は除籍扱いが正しい。日放技の定款も同じ文
言で 2 年未納で除籍されている。
田島副会長）3 年を超えてやっているのですか。
山﨑監事）定款の 2 年以上の解釈の扱いにより慣例でやっていた｡本来は、当該年
度の 9 月 30 日までに払わなければならないが、3 年目の春まで持ち越していた。
津久井理事）この文章を会誌 11 月号に載せるには 11 月 12 日が最終締切になりま
す｡
大内会長）会費合算請求について会員に周知するには次回の会誌に案内を掲示し
なければなりません。今回の審議を踏まえて、JART に合わせた年会費納入方法変
更に関する案内の文章を考えて出します。作成した文章はメールにて案内文を送
りますので意見等は個別にメールで下さい。
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継続

その他
大内会長）12 月 5 日 18:00～19:00 県総合医療会館に県民集会があり参加者募集 報告
山﨑監事より総評
・70 周年記念大会に招待する来賓、外部からの参加者の方々からも評価を頂くよ
うな大会となる協力体制を整えてください。
・次年度事業計画、予算計画は毎年やりますが理事会承認となります。会員に受
け入れられる形の計画を立ててください。
・会費合算請求は充分に検討して会員に周知してください

以上

