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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

令和 2 年 7 月理事会の議事録確認について

2

報告事項
2-1 会長報告
・神奈川県医療専門職連合会 広報委員会/理事会

7 月 22 日（水）

・令和 2 年 8 月拡大三役会

8 月 15 日（土）

・その他
県会員の動向
2-2 業務執行状況報告
・各委員会報告
審議事項
3

3-1 令和 2 年度神奈川県診療放射線技術講習会
3-2

KART ホームページの活用

3-3 その他

2020-7 月理事会

その他報告事項

１． 弘前大学大学院保健学研究科「第 5 回放射線看護セミナー」および「2020 年度放射線看護
ベーシックトレーニング」のオンライン開催について（通知）
【弘前大学大学院保健学研究科科長

齊藤 陽子】

２．がん征圧月間ポスターの掲示について（依頼）【公社 かながわ健康財団】
３．令和 2 年度 中区自衛消防隊消防操法技術訓練会の中止について（お知らせ）【中消防署】
４．神奈川県病院医療関係団体連絡協議会の中止について

【神奈川県病院医療関係団体連絡協議会】

５．令和 2 年度神奈川県保健衛生表彰候補者の推薦について（依頼）【横浜市健康福祉局長】
６．ご挨拶 【公社 京都府診療放射線技師会】
７．ご挨拶 【公社 岐阜県診療放射線技師会】
８．ご挨拶 【公社 山梨県診療放射線技師会】
９．ご挨拶 【公社 広島県診療放射線技師会】
１０．ご挨拶 【公社 石川県診療放射線技師会】
１１．ご挨拶 【公社 富山県診療放射線技師会】
１２．ご挨拶 【公社 大分県診療放射線技師会】
１３．暑中見舞い【公社 兵庫県診療放射線技師会】
＊回答が必要な文書
１．「2020 がん征圧キャンペーン」特集ご協力のお願い【神奈川新聞社】8/17 返答 済
２．健康チャレンジフェアかながわ 2020 の開催見合わせについて
【健康チャレンジフェアかながわ実行委員会】
３．2020 年度レントゲン週間イベント実施にむけたご協力のお願い【（公社）日本診療放射線技師会】
４．都道府県（診療）放射線技師化回避の確認および共有について（お願い）
【（公社）日本診療放射線技師会】済

議題番号

報告事項 ・ 審議事項
（会長挨拶)
前回同様 Web 会議を含めた開催方式になります、聞こえない時は聞こえないと
はっきり言いましょう。

議題１

令和 2 年 7 月理事会の議事録確認について
訂正箇所無く承認される。

議題 2

報告事項

2-1

会長報告
〇神奈川県医療専門職連合会 広報委員会/理事会 7月22日（水）
1団体不参加、会誌を2月位に発行、各団体執筆者を決める（2役で推薦）
、テ
ーマはCOVID19の対応、12月原稿締切。
他団体も活動が少ない、予算は寄付や、連合会のグッズを作成等の案が出て
いる。
〇令和2年8月拡大三役会 8月15日(土)
学術・技術講習会の件を検討
〇その他
・県会員の動向
令和 2 年 7 月 31 日現在 会員 1507 名 賛助会員 35 社
一時 1500 名を割り込んだが東京都からの転入会員などを含め 1500 人を保
った。

2-2

業務執行状況報告
1． 総務委員会
江川理事より報告 P1〜3
・委員会開催は 7/22（水）に新旧役員の方に集まっていただき Web にて開催し
ています、詳細は議事録を確認下さい。
・役員・委員への委嘱状は全ての方に送付完了しています。皆さま、ご協力あ
りがとうございました。
・役員変更に関わる登記が 8/5（水）に完了しました｡
・役員変更に関わる公益インフォメーションの変更手続きが、8/24（月）に全
て終了しました｡
・JARTIS フォームの変更に伴い、ID とパスワード更新しました。会長はじめ必
要な方にはメールで送っています。しかし現在 JARTIS に不具合が発生してお
り、調整中となっています。
・会務マニュアル作成しましたので修正等があれば、ご連絡下さい。
引地理事）会務マニュアルの広報委員会担当副会長を伊藤副会長に変更して下
さい。
2． 財務委員会

承認

伊藤副会長より報告 P5～P12
・残高試算表（A）は記載のとおりです｡
・残高試算表（B）収入は､新年度入会者9名18,000円、会費803名分1,376,000円、
納入率が53.3％、賛助会員会費8社220,000円。
・支出ですがイベントが中止になっているため公1の事業費はゼロになっていま
す、その他も大きな支出はありません、管理費からは総会資料で428,050円支
出しております。
・7月末時点で新入会者は27名です。例年、最終的には100名を超える新入会者
がありますが、今年度は現時点で昨年より減少しています。
・理事会の会議費の支払いは、次回から交通費と一緒に支払われます。
3． 組織委員会
松尾理事より報告

P13

・9月の委員会開催は各地区委員の状況が分からないのでメールにて行います。
理事会報告と今後の方針を決めていく予定です｡
・厚生労働省 電離健診対象事業場に対する自主点検等のアンケートに対する
問い合わせがありました。
・2019 年地区助成金が地区に渡せていません。安全な方法で渡したい、現金書
留を検討しています。
（大内会長）厚生労働省の件は過去の被ばく線量の保管がメーカにより違う、
事業所が変わると把握できない等の課題があります。
（松尾理事）助成金の送付に関しては、地区委員の了承を得て現金書留で送付
します。
（田島副会長）現金書留で受け取った確認はどうしますか。
（松尾理事）領収書同封で返送していただこうと考えています。
4． 学術委員会
引地理事より報告

P15～P20

・委員会8/14（金）にWebにて開催、議事録参照。
・技術講習会プログラム（P18）講師・内容が確定しました。
・論文支援セミナー10/2（金）Webでのライブ開催、事前申込制、参加費無料
渡邉理事と事前にメール等で調整していく予定です。
（渡邉理事）配信場所はどこでしょうか。
（引地理事）自宅・大学等を考えています。
・会誌に技術講習会の開催概要・プログラム・論文支援セミナーの案内を掲載
予定しています。
（富安理事）追記事項はありません。
（伊藤副会長）謝金に対する領収書に自宅住所の記載をお願いします。
（津久井理事）会誌に掲載の開催概要の内容は。
（引地理事）概要のみで詳細はホームページで掲載します。

5． 渉外委員会
金岩理事より報告

P31

・8月19日（水）に委員会を開催、議事録参照。
・今年度のイベント状況：予定していたイベント全てが中止となりました。
・イベントが開催された場合の対策案として手指消毒：マスク、フェイスガー
ド等のPPEを検討している、清拭のルールを作成予定です。
・渉外委員会の代替活動案：乳がん検診啓発Web配信、リーフレット作成、イベ
ントマニュアルの作成、スタッフ説明マニュアル、ピンクリボンアドバイザ
ー資格取得などを検討しています。
・グッズ購入案：アルコール入りウェットティッシュ、マスク、エコバックを
検討しています。
（吉田理事）追記事項ありません。
（田島副会長）フェイスガードに関しては発注済みです。
（大内会長）イベント無いので検討して理事会に報告して下さい。
6． 編集委員会
津久井理事より報告 P35～P36
・8月の委員会はメール会議で行いました。
288号のスケジュールと内容について、現在も山王印刷の社外打ち合わせが出
来ない状況です。今号からはディレクターを中心に編集作業を行います。
・今後の会議の方法：Web会議と資料展開のメールの両方で行っていく予定です。
・288号（9月号）巻頭言を田島副会長にお願いします。
・コラムは木本理事にお願いしています。
・目次案、新特集記事として「診断参考レベル改訂紹介シリーズ」が4回で掲載
されます。
（渡邉理事）今回を含めて合計5回です、また歯科の領域で執筆できる方をご紹
介していただけるとありがたいです。
（江川理事）宇田川委員を推薦します。
（松尾理事）内容を改めてお知らせしていただいてから本人に伝えます
（大内会長）組織の宇田川委員とうまく連携をして下さい。
（木本理事）追加事項はありません。
（江川理事）お知らせの「超音波研究会」は中止の連絡が来ました。
（津久井理事）すでに掲載中止の指示は出してあります、理事会資料の変更は
間に合いませんでした。
７．広報委員会
津久井理事より報告 P37
・8 月の委員会はメール会議で行っています。
・今後の委員会開催方式は編集と同じような方法で検討しています
・ホームページアクセス数ですが掲載記事が少ない影響で 2 月に比べて半減し
ている状況です、少しでも増加するよう企画していきたい。

（安藤理事）追記事項ありません
8． 厚生委員会
前原理事より報告

P39

・委員会の開催は8/19（水）ZOOMのWeb会議で開催しています。
・施設調査No2「医療法施行規則改正への対応状況」について検討しました、次
回理事会には報告します。
9．災害対策委員会

P41

吉田理事より報告
・委員会はメールにて開催しました。
今後の委員会開催方法と原子力災害支援者を対象とした緊急連絡網を使用し
た訓練について検討しています。自然放射線測定地域の拡大、組織委員の協
力を求めたい旨の意見が災害対策委員から出ています。自然災害時の支援・
受援体制の検討と「緊急被ばく医療マニュアル」の見直しについても話し合
いを行いました。
・自然放射線測定結果は6地域から報告がありました。
（大内会長）組織委員会と話し合いをお願いします。
10. 放射線安全管理委員会 P43～P46
渡邉理事より報告
・今月の会議の開催はありません。
・神奈川県診療放射線技術講習会のタイトルと講演者が確定しました。

・かながわ放射線だより連載について、シリーズ紹介を渡邉理事が執筆、以後
「一般撮影」「CT」「血管撮影/IVR」「一般透視」の順で掲載予定。本日お
話のありました宇田川さんが執筆頂ければ 6 回シリーズとなります。
・研究・発表・論文作成セミナーを 10/2 に開催します。
・医療被ばく職業被ばくについて現場を支援していきたいと考えます、委員会
として対応してほしい事や要望ありましたら出していただければと思いま
す、委員・理事会と相談の上、可能なものはやっていきたい。
医療被ばく・職業被ばくの情報サイトを立ち上げていただきたい。
（大内会長）審議事項ホームページの活用で話しましょう。
議題３

3-1

審議事項
令和 2 年度神奈川県診療放射線技術講習会

P21～P29

（引地理事）講師謝金についてご審議いただきたい。
（大内会長）内規に則っているので承認いただきたい。
（引地理事）前回理事会では Web での開催と会場開催の併用で行いたいと報告
しましたが神奈川県主催イベントの方針が改正されました。今年度 3 月 31 日
まで県が主催するイベントは原則中止となったことを受け、会場を使用して
行う必然性が見いだせないことから方針を変更して Web 開催のみとしました。

承認

P22～P24 資料にそって技術講習会概要について説明。
① 開催日及び講義時間
② 開催方法：Web 開催
③ 広報について
④ 事前申し込み：県からの事前申し込み用紙の配布は行わず、すべて Web で
の事前登録をしていく、情報交換会などの実績から安藤理事にお願いした
い。事前登録フォームには個人情報の使用に関する同意が必要なので医療
従事者か否かの選択をしていただく仕様を考えています。
⑤ 開催当日の受講受付および各参加者の特定は Zoom ウェビナーのレポート
機能にて把握し、修了認定に反映させます。修了認定は県医療課が行い、
修了証は各施設へまとめて郵送します。
⑨

参加証配布の手法：講義終了後一定時間ダウンロード可能な手段にて対
応します。

⑩

配信ソフト：ZOOM のウェビナーの使用を提案します、経費としては月に
20,800 円（税別）かかる

⑪

講師の配信場所：初めての試みなので講師と学術委員会スタッフが近い
所で開催したい。

⑫

会場感染対策⑬会場備品：会場を使用しなくなったので必要なくなった。

⑭

他委員会の協力依頼

（富安理事）概要について追加事項ありません。
（引地理事）事前登録の締め切りは、11 月 1 日が第一回目の開催ですので、そ
の一週間位前を考えています。事前登録は一回だけです。
（大内会長）毎回々、開催の一週間前事前登録は無理ですか。
（富安理事）今までのように紙で追加していくわけではなくメールアドレスを
追加していかなければなりません。毎回追加された登録者を Web セミナーURL
送信リストに追加し、開催 3 日前くらいにアドレスに開催案内を配信してい
く作業を行うこととなりスタッフの負担が大きいので、可能なら一回で事前
登録は済ませたいです。
（江川理事）今までの申し込みは代表者がまとめて提出していましたが、今回
は、個人で申し込をしなければならないと言うことでしょうか。また、当日
参加は出来ないのでしょうか。
（引地理事）個人申し込みを想定しています、当日参加は考えていません。
（田島副会長）どこかで参加者を把握しなければならないので事前登録以外は
考えられません。
（引地理事）開催案内と概要については各施設に事前に送ってもらうことにな
っています、そこに QR コードを貼り付け、各自アクセスすることを想定して
います。
（松尾理事）メールアドレスに参加 URL を送付するため、受講を希望する方は
メールアドレスを持っていることが前提となります。受講希望者に理解して
いただけるよう広報していくことが必要かと思います。
（大内会長）事前登録に関してはその他多数の意見が出ました。毎回事前登録

制を前提に、フォームを工夫して下さい。

承認

（引地理事）ZOOM ウェビナーを使用することはよろしいですか。
契約を早めにし、使用環境の検証を行ったうえで、渡邉理事のセミナー時に
使用して 11 月の技術講習会に備えたい。
（引地理事）支払方法がカード払いのみです。また法人契約が可能か確認しま
す。
（伊藤副会長）支払いに関して証明となるものが必要。
（渡邉理事）保健物理学会の学術大会を ZOOM のウェビナーで開催していますの
で神奈川県の技師会でも同じようにできると思います。
（引地理事）事前登録時の際に Google フォームを使用しますが、よろしいでし
ょうか。

承認

（富安理事）個人情報の取得に関しての承諾書等は、技師会で持っているもの
はありますか。
（田島副会長）県の講習会登録時に使用しているものでよいと思います。
（大内会長）JART にしか使用しないと書いてあるので良いでしょう。
（大内会長）講師の配信場所は検討中ですか。
（引地理事）講師がいて我々が近くに入れる環境を考えています。
（田島副会長）講師に対し自宅か技師会事務所でやりますと伝えて、自宅の場
合は個人で行っていただく。
（江川理事）原則ライブという形でよいでしょうか、録画配信の方が事前確認
ができるので安心かと思います。
（引地理事）録画してオンデマンドでの配信は想定していません。
（田島副会長）県からの方針変更が昨日であったので学術も整理が出来ていま
せん。
（引地理事）ライブにこだわるわけではないですが、チャット、質問機能など
を利用して、ある程度双方向のような形にしたいと考えています。録画して
配信はテクニカル的なところが追い付いていないこともあり、委員会でも話
が出ていません。
効率的に開催できるのがライブ配信と思っていますので、原則ライブ配信と
させていただきます。
（富安理事）広報の方法はどうしましょうか。
（田島副会長）詳細はホームページを参照してくださいで良いと思います
（大内会長）来月も審議します、また学術で案を検討して下さい。
3-2
KART ホームページの活用
（大内会長）情報提供についてですが、乳がん検診学会の情報や三役会でホー
ムページを盛り上げようという意見が出てます。渉外からの検討事項や安全
管理委員会からの情報サイトなど掲載するには具体的に何をすればよいか資
料が必要かと思います。
（津久井理事）掲載内容の概要を確認させていただきたい。
（田島副会長）情報を提供するのは良いですが、ホームページは一般市民も閲

継続

覧できます、その部分は大丈夫でしょうか。
（渡邉理事）厚労省のホームページに掲載されているような内容なので、大き
な問題はないと思います。
（田島副会長）質問が来たときはどうしますか。
（渡邉理事）担当部署に回していただき適宜対応します。
（田島理事）勉強会の配信なら良いのですが内容まで配信すると市民が見る可
能性がありますので、その対応を考えていただきたい。
（渡邉理事）逆に市民向けにコンテンツを考えたいと個人的には思っています。
田島副会長の意見は重要なので考慮したいと思います。
（大内会長）市民からの質問に関しては、私や担当理事に振って適切に対応し
たいと思います。今後ホームページを活用するにあたり、各委員会で会活用
案をまとめていただきたいと思いまうす。レイアウト等すぐには対応できな
いものもあると思いますが、学術大会などすぐにできるものもあります。次
回理事会で各委員会からの活用案を報告して下さい。

継続

（津久井理事）各都道府県の研究会や各種 Web セミナーはお知らせとして対応
しやすいです、現在は依頼がないと掲載していませんが、他県の情報を取り
に行って載せても良いでしょうか、特に Web セミナーなどは参加し易くなっ
ていますので神奈川県の会員にもお知らせしても良いのではないでしょう
か。
（田島理事）情報収集作業が大変なのでは。
（津久井理事）他県の技師会に掲載の断りは必要でしょうか。
（松尾理事）リンクしている技師会は喜んでくださると思いますが、声をかけ
た方が良いと思います、また神奈川県の開催と区別していただきたいと思い
ます。
（大内会長）情報の収集は広報委員に限らず各モダリティに特化した人がいま
すので、いままで以上の情報提供をお願いしたい。
（田島理事）学会関連のスケジュール、アドレスをまとめた資料を掲載するの
も一つの手だと思います。その方が問題となることが少ないでしょう。
（大内会長）来月も継続して審議します。

継続

3-3
その他
・
（大内会長）303 号室のエアコンが故障しました、16 年前に 3 台同時に購入、
平成 17 年 6 月から 54 万円の減価償却を始めていました。15 年以上たってい
ますので 3 台同時に買い替えを理事会にて承認をいただきたいと思います。
・
（大内会長）次回、理事会も本日と同室で行いますので Web 参加もお願いしま
す。
・
（田島副会長）JART の統一講習会、続々中止になっていますので、最新情報を
ホームページにて確認してください。
・
（山﨑相談役）事前登録フォームの職種欄、歯科医師を追加して下さい。

承認

審議終了
以上

令和 2 年 9 月 25 日
会長 大内 幸敏 印
監事 安部 真

印

監事 佐藤 英俊 印

