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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

令和 2 年 3 月理事会および 5 月理事会（書面決議）の議事録確認について

2

報告事項
2-1

会長報告
・令和元年度会計監査

4 月 16 日（木）

・令和 2 年 4 月理事会（中止）

4 月 17 日（金）

・令和 2 年 5 月理事会（書面決議）

5 月 22 日（金）

・その他
令和２年春の叙勲
令和 2 年度関東甲信越診療放射線技師学術大会について
第 36 回日本診療放射線技師学術大会について
県会員の動向
2-2

業務執行状況報告
・各委員会報告

3

審議事項
3-1

第 8 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会

3-2

令和 2・3 年度委員会担当理事の確認

3-3

COVID-19 の影響による本年度事業の確認

3-4

その他

2020-6 月理事会

その他報告事項

１．横浜市立市民病院内覧会の中止について 【横浜市立市民病院】
２．令和 2 年度調査研究助成金交付対象研究募集について 【神奈川県公衆衛生協会】
３．第 29 回在宅医療・介護セミナー開催延期のご連絡 【神奈川県保険医協会】
４．
「第 16 回高津区健康づくりのつどい」開催延期のお知らせ 【元気な高津をつくる会】
５．医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布について 【神奈川県健康医療局保健医療部医療課
長】
６．産業廃棄物管理票受付等状況報告の提出について（通知） 【神奈川県環境農政局環境部資源循環
推進課長】
７．新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 9 項に基づく協力要請について 【神奈川県知事】
８．よこはま乳がん学校 第 10 期開催に関するご報告 【よこはま乳がん学校運営委員長】
９．設立 70 周年並びに法人化 40 周年記念事業延期のお知らせ 【
（公社）東京都診療放射線技師会】
１０．地域功労表彰ならびに勤続表彰について（通知） 【
（公社）日本診療放射線技師会】
１１．第 39 回神奈川県病院学会 開催中止のお知らせ 【第 39 回神奈川県病院学会】
１２．地方独立行政法人宮城県立病院機構職員の募集について（依頼） 【（地独）宮城県立病院機構本部
事務局長】
１３．令和 2 年度

中火災予防協会総会書面会議の結果について（報告） 【中火災予防協会】

１４．機関紙「医療ソーシャルワーク」の送付について 【
（一社）ソーシャルワーカー協会】
１５．令和 2 年度かながわ財団がん対策推進会費納入について（お礼） 【
（公財）かながわ健康財団】
１６．超音波スクリーニング研修後援会 2020 五反田 中止のお知らせ 【超音波スクリーニングネット
ワーク】
１７．会社分割及び事業継承に関するお知らせ 【NTT ファイナンス株式会社】
１８．ご挨拶

【コニカミノルタジャパン】

１９．ご挨拶

【日本診療放射線技師会】

２０．ご挨拶

【コニカミノルタジャパン】

２１．ご挨拶

【一社 新潟県診療放射線技師会】

２２．ご挨拶

【公社 奈良県放射線技師会】

＊回答が必要な文書

１．令和元年度 4 回理事会（書面審議）の開催について 【神奈川県公衆衛生協会】 4/15〆切 済

議題番号

報告事項 ・

議題

令和 2 年 3 月理事会および 5 月理事会（書面決議）の議事録確認について

1

審議事項

大内会長より 3 月理事会議事録と 5 月理事会書面決議による議事録作成につい
て報告。
訂正箇所無く承認される。

承認

議事進行に先立ち、大内会長より、新役員の紹介があった。
安藤理事、吉田理事、木本理事（職場の都合にて欠席）、
佐藤監事、山﨑相談役
議題

2

報告事項

2-1

会長報告

〇令和元年度会計監査 4月16日（木）
山﨑監事、安部監事の2名で監査を行っていただきました。ありがとうござ
いました。
〇令和2年4月理事会 4月17日（金）
新型コロナウィルス感染拡大のため中止。
〇令和2年5月理事会 5月22日（金）
新型コロナウィルス感染拡大のため、5月理事会も中止となり、書面決議に
て総会議事に関しての承認を採った。
〇その他
・令和2年春の叙勲
瑞宝双光章を受章された山﨑相談役から受章のご挨拶をいただいた。
・令和2年度関東甲信越診療放射線技師学術大会について
群馬県高崎市で開催予定の学術大会が新型コロナウィルスの影響により中
止となった。来年6月に高崎で開催するかは現時点では不明である。来年2
月の南関東役員会で今後の大会について検討される予定である。
・第36回日本診療放射線技師学術大会について
新型コロナウィルスの影響により予定期間での開催が中止となった。
冬場にWeb開催との案も聞こえているが、現時点では未定である。
・県会員の動向
JARTの合算請求に伴い、除籍退会者の整理を行った。
令和 2 年 4 月 30 日現在 会員 1478 名
2-2

賛助会員 35 社

業務執行状況報告
1． 総務委員会
江川理事より報告

P1〜7

・公益インフォメーション提出書類について（報告）
6 月 9 日（火）公益インフォメーションへの提出書類（令和元年度、事業報告
等に係わる書類）を税理士法人シェル藤原会計 青柳先生に提出した。総会終
了後に、公益インフォメーションへ提出いただく予定。また、新役員就任に関

わる登記については、総会終了後、速やかに行う予定。
・理事会開催日程ならびに議事録採取者について（審議）P７参照
10 月理事会開催日と 7 月以降の議事録採取者についてご審議いただきたい。
大内会長）新型コロナウィルスの影響により 10 月開催の JART 学術大会が中止
となったが、10 月開催の理事会日程を当初の予定通り 5 週目で開催するか、そ
れとも通常通り 4 週目で開催するか、みなさまからご意見をいただきたいと思
いますが、何かあるでしょうか。無いようでしたら、このまま当初の予定通り 10
月の理事会は 5 週目で開催します。

承認

大内会長）他、議事録採取者について、ご意見ありませんか。
津久井理事）会誌編集作業の関係上、奇数月の担当は外していただきたい。
江川理事）了解しました。津久井理事担当は、松尾理事と交代し 8 月へ、木本理
事担当は吉田理事と交代し 12 月へと変更させていただきます。
2． 財務委員会
伊藤副会長より報告

・当会の会計は会計ソフトを用いて行っていますが、現在、藤原会計事務所の
青柳先生が、新型コロナウィルスの影響により、外出が禁止となっているた
め、決算についての操作が滞っています。そのため、4月からの伝票入力が
できていない状況で、理事会に提出している残高試算表の提出についても難
しい状況です。青柳先生の操作作業を待って順次進めさせていただく予定で
す。
3． 組織委員会
松尾理事より報告

P15

・来月が委員会開催月となっていますが、メールにて報告事項を連絡させてい
ただき、地区委員からの意見を取りまとめて行く予定であります。
・その他については書面通りとなります。
4． 学術委員会
引地理事より報告

P17～20

・4月、5月の委員会開催はしておりません。今月はWebにて委員会を行いまし
た。議事録を参照下さい。
・イベントの開催については、新型コロナウィルスの影響により、6月12日
（金）に開催予定の論文支援セミナーが、延期となりました。会場のキャン
セル料金は発生しておりません。
講師の渡邉理事には今後の開催に向けてWeb配信用のコンテンツを作成して
いただいており、今後、Webの開催を視野に入れて講師の渡邉理事を含め委
員会にて検討をして行く予定です。
・神奈川県診療放射線技術講習会については、予定通り開催の方向で動いてい
ますが、開催方法等については検討中であります。県の担当者からの回答が
資料にありますので、ご確認下さい。

承認

・今期の学術事業については、現在委員会で検討しておりますが、今期は他の
委員会にも協力していただき、事業を進めていきたいと考えておりますの
で、よろしくお願いいたします。
・他は書面通りとなります。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告

別資料

・書面通りの報告となります。
・4月、6月の委員会開催はありません。次回は7月開催を予定しています。
・イベントについては、殆どのイベントで中止が決定しております。高津区で
の開催イベントのみが9月20日（日）へ延期となりました。現在、その他の
イベントについては連絡が来ていません。
・イベント参加時の新型コロナウィルス対策については今後、委員会にて検討
していく予定です。
6． 編集委員会
津久井理事より報告

P21〜22

・今年度の会誌発行予定日を記載しております。
・次号287号については、巻頭言を今期の会長に決定した大内会長にお願いし
たいと思っております。コラムについては、今期の役員が未決定でしたの
で、次回理事会にて報告させていただきます。
・発行予定数については、委員会に一任されていますので、後ほど総務と現会
員数等を検討し、決めさせていただきます。
・新型コロナウィルスの影響にてイベントの中止が続いているため、イベント
等の参加記や感想記など、掲載記事が少ない状況となっています。何か広報
したい記事や寄稿がありましたら、是非お寄せいただきたいと思います。よ
ろしくご協力お願いいたします。
7． 広報委員会
津久井理事より報告

P23

・印南前理事より、業務委託要請があったことを各委員に周知させていただき
ました。委員会での業務担当についても、今回の総会まで、現状のまま作業
を進めると伝えさせていただきました。
・その他については書面通りとなります。
8． 厚生委員会
前原理事より報告

P25

・委員会の開催はありません。
・令和2年度の会員調査については、現在Googleフォームを活用した調査を検
討中であります。
・ボウリング大会の開催につきましては、現在検討中であります。ゴルフ大会

については、担当委員からは、大会中止の意見が出されています。決定次第
お知らせさせていただきます。
9．災害対策委員会
佐藤前副会長より報告

・委員会開催はありません。
・5月、6月の自然放射線測定が5件でした。
・次期は、吉田理事に交代させていただきますが、是非とも活発な活動をお願
いしたいと思います。今後は、監事として微力ながら、ご協力をさせていた
だきます。
10. 放射線安全管理委員会
渡邉理事より報告

・今月の委員会の開催はありません。
・成果報告論文については、現在投稿中や投稿準備中という段階になっているこ
とを報告させていただきます。
・学術委員会より県技術講習会での講演を 2 枠いただいておりますが、１つは
医療被ばくについて、もう一つは職業被ばくで準備を進めております。
・診断参考レベル改訂について会誌に掲載を考えています。後ほど編集委員会と
ご相談させていただきたいと思います。
・今期は、一般撮影領域の 2 度目の調査を予定しています。
・放射線安全管理委員会のあり方や、どの様な活動をして欲しいか等のご意見を
いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
議題

3

審議事項

3-1

第 8 回公益社団法人神奈川県放射線技師会

定時総会

大内会長）役員選挙時に選挙管理委員会から書面表決数の報告がありませんで
したが、表決数を報告して下さい。
江川理事）事前に、曽我部選挙管理委員会委員長にお渡ししましたが、報告があ
りませんでした。書面表決数は、賛成 441

反対 0 無効票 3 でした。議事録に

は、書面表決数を含めて記載させていただきます。
大内会長）他、本日の総会に関して、何かご意見あるでしょうか。
江川理事）今回の委任状ハガキ回収についてですが、各理事や各委員さんのお力
添えにより、例年にない多くのハガキを回収できました。この場を借りてお礼を
させていただきます。今後につきましても、今回同様に役員・委員の施設での取
りこぼしが無い様、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
3-2

令和２・３年度委員会担当理事の確認

大内会長より報告
〇担当理事

・総務委員会 委員長 江川理事、副委員長 引地理事（兼務）
・財務委員会 安藤理事
・組織委員会 松尾理事
・学術委員会 委員長 引地理事、副委員長 富安理事
・渉外委員会 委員長 金岩理事、副委員長 吉田理事（兼務）
・編集委員会 委員長 津久井理事、副委員長 木本理事
・広報委員会 委員長 津久井理事（兼務）、副委員長 安藤理事（兼務）
・厚生委員会 前原理事
・災害対策委員会 吉田理事
・放射線安全管理委員会 委員長 渡邉理事、副委員長 前原理事（兼務）
〇担当2役
・伊藤副会長
総務委員会、財務委員会、組織委員会、渉外委員会、広報委員会
・田島副会長
学術委員会、編集委員会、厚生委員会、放射線安全管理委員会
・大内会長
災害対策委員会
〇JART 教育委員 田島副会長
3-3

COVID-19 の影響による本年度事業の確認

引地理事）神奈川県診療放射線技術講習会について、開催方法のあり方について
議論を願いたい。県の方からは、開催に当たり、使用する神奈川県総合医療会館
は会場定員の半分以下でお願いしたいと言われています。それと開催する際は、
十分に感染対策を行った上で開催するよう言われています。現在は、色々と制限
がかかっている状況ですが、講習会が開催される 11 月が、どの様な状況になっ
ているか、読めない状況です。このまま、今の状況が継続する可能性が大きいと
考え、学術委員会では Web での開催を含め検討しています。
富安理事）開催を基本として検討していますが、Web 開催とするか、通常通り会
場での開催とするかご意見をいただきたいと思います。
また、講習会の時間配分についても、お願いする講師自身の負担や感染防止対策
を考慮し、時間短縮を考えています。こちらに関してもご意見をいただきたいと
思います。
松尾理事）講師への負担を減らすために、録画での配信などを考えてはどうでし
ょうか。また、講習会で、COVID の感染対策についての講義を取り入れてはどう
でしょうか。
渡邉理事）県との調整によると思いますが、Web 開催で進めて良いのではないで
しょうか。講師は、Web 作成に慣れている方、もしくは講演に慣れている方に頼
めば良いと思います。Web 開催について不安があるのであれば、一度論文セミナ
ーで Web 開催し、県の講習会で開催できるか判断してみても良いかと思います。

引地理事）県からは Web 開催についての制限はありません。ですので、通常通り
会場にて開催するか、Web にて開催するかご意見をいただきたいと思います。Web
開催で懸念するのは、参加人数の把握や参加証明書の交付方法です。これらにつ
いては、少々Web 開催についての知識が必要になるかと思います。
安部監事）講演は録画ではなく Live で行う方が良いのではないでしょうか。
引地理事）Web で開催すると決定すれば、どちらでも対応可能です。
大内会長）他、ご意見はあるでしょうか。
田島副会長）時間短縮については、検討が必要であると思います。可能な限り密
となる時間を少なくする必要があると思います。また、Web 開催も良いですが、
その場で開催するということも大事ですので、その辺も頭に入れて検討をして
いただきたいと思います。
大内会長）いずれにしても開催については県との調整が必要かと思います。良く
話し合って開催方法を決めていただきたいと思います。
大内会長）渉外のイベントについてはどうでしょうか。
金岩理事）イベント自体が開催出来ませんので、主催者側との話し合いが必要と
考えています。イベント中止の連絡の際、次年度の開催時の参加をお願いされて
いますので、当会としても今後に繋がるように話をしていきたいと思っていま
す。また、今後イベントが開催された時は、感染防止対策のため、参加スタッフ
を減らすことも検討していかなければならないと考えています。
大内会長）是非繋げて下さい、来年に繋がるように検討をお願いいたします。
大内会長）その他何かあるでしょうか。
伊藤副会長）消毒液や体温計購入も検討した方が良いのではないでしょうか。
大内会長）是非、検討して下さい。委員会開催時も使用していただきたいと思い
ます。
大内会長）委員会開催ですが、なるべく密とならない配慮をお願いいたします。
大内会長）他、COVID-19 に関することで何かご意見は無いでしょうか。
田島副会長）皆さんも重々承知していると思いますが、COVID-19 の影響があっ
たとしても会費をいただいている以上、しっかりとした事業をしなければなり
ません。いただいている会費を事業という形で返していかなければなりません
ので、可能な限り、事業の中止は避けたいところです。会員に対し、見える事業
を行っていかなければなりませんので、事業を縮小してでも継続していくと言
うことをしっかりと踏まえて、今後も検討していただきたいと思います。
3-4

その他

大内会長）メーリングリストを確認して下さい。不具合や要望等は安藤理事まで
お願いいたします。
・地区担当理事について
大内会長）後ほどメールにてお知らせします。

継続

・委嘱状のあり方について
江川理事）今期より依頼書等の誤記⼊や誤送付防止、事務局の負担を軽減する
ために、会長、副会長に了承を取り、委嘱状提出までの流れを新たに変更させ
ていただきました。添付をした資料を確認の上、提出をお願いいたします。
今期より担当の理事に責任を持って各委員の連絡票を確認していただきます。
その後、総務理事経由にて事務局へ提出し、委嘱状を送らせていただきますの
で、よろしくお願いいたします。
尚、役員に関しては、総務で確認し、手続きをさせていただきますので、私ま
で送って下さい。
松尾理事）会員でない方が委員となる場合が過去にありましたが、今後も良い
でしょうか。
伊藤副会長）会員になるよう進めていただきたい。
大内会長）基本的には、会員であることが前提となります。もしその様な状況が
発生した時は、報告して下さい。
・次回理事会について
大内会長）次回理事会は、技能文化会館 8階会議室を押さえてあります。予
定通り開催する方向ですので、よろしくお願いいたします。
以上
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