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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 8 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
・令和 2 年 8 月二役会

9 月 5 日（土）

・令和 2 年 8 月拡大三役会

9 月 19 日（土）

・その他
2-2 業務執行状況報告
・各委員会報告
3

審議事項
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 令和 2 年度新春情報交換会
3-4 その他

2020-9 月理事会

その他報告事項

１． 健康チャレンジかながわ 2020 の開催見合わせ書面表決の結果について
【健康チャレンジかながわ実行委員会】
２．ご挨拶 【㈱千代田テクノル】

＊回答が必要な文書
１．第 23 回循環器セミナーご後援等のお願い【神奈川県保険医協会】10/16〆切
２．令和 2 年度第 1 回理事会（書面審議）の開催について（通知）
【神奈川県公衆衛生協会】返答済
３．令和 2 年度神奈川県公衆衛生協会会費の納入について（依頼）
【神奈川県公衆衛生協会】納入済

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。

議題１

令和 2 年 8 月理事会の議事録確認について
・訂正箇所無く承認

議題２

2-1

承認

報告事項
会長報告
・令和2年8月二役会 9月5日（土）
・令和2年8月拡大三役会 9月19日(土)
・エアコン3台を購入し設置しました。
・その他
・県会員の動向
令和 2 年 8 月 31 日現在、会員 1511 名、賛助会員 35 社。
例年この時期は会員入会者がいますが今年は入会者が少ないです。

2-2

業務執行状況報告
1．総務委員会
江川理事より報告

P1〜4

・委員会はメールにて開催しています。
・ホームページの有効活用について検討しました。参考までに資料を載せまし
たのでご意見をお願いいたします。
（大内会長）審議事項で確認します。
（引地理事）他は特にありません。
2．財務委員会
安藤理事より報告

P5～11

・残高試算表（A）は記載のとおりです｡
・残高試算表（B）収入は､今月入会者3名で22,000円、会費納入は987名で
1,584,000円、賛助会員は21社で440,000円がありました。
・支出ですが、公3で医専連会費の負担金で208,490円がありました。
・会誌発行代が公4と他3で計上されています。
・管理費で藤原会計事務所の顧問料660,000円を支出しています。
3．組織委員会
松尾理事より報告

P13～14

・委員会開催はメールにて行いました。議題をある程度絞り各地区の状況をア
ンケート形式でまとめました。
・新型コロナウイルス感染防止対策ですが、情報を共有していく事で役立つと
思いますので組織委員会で取りまとめ公開して行きたいです。

4．学術委員会
引地理事より報告

P15～21

・委員会はWEBにて開催しています。議事録は資料を参照して下さい。
・11月号の会誌原稿は頭部血管の最新治療として先山委員に担当して貰います。
・論文支援セミナーは10/2にWEB開催を予定していますが、参加登録人数が30名
を超えました。9/16にデモを実施し各検討項目について確認する事ができま
した。質疑応答については工夫して実施できればと思います。9/30で募集を
終了しZOOMへのデータ登録作業をします。セミナー当日は渡邉理事に群馬よ
り配信して頂き、学術委員会の数名で事務所にてホスト役を担当します。
（引地理事）富安理事は何かありますか。
（富安理事）特にありません。
（大内会長）順調ということですか。
（引地理事）あとは実際に開催してみないと分かりません。
（大内会長）今後WEB開催の勉強会は何回も実施すると考えていますので、よろ
しくお願いします。
5．渉外委員会
吉田理事より報告

P23

・委員会の開催はありません。次回11月開催予定です。
・今年度のイベント状況として、健康チャレンジかながわも中止の連絡があり
ました。
・今後の委員会活動として、イベント参加時の清拭ルール案の作成、リーフレ
ット作成、イベントやスタッフ説明マニュアル作成、乳がん検診の実際等の
WEB配信を検討しています。
・グッズ購入案として、マスクやフェイスガード、アルコール入りウェットテ
ィッシュ等、またピンクリボンのデザイン入りマスクやエコバック等を継続
検討中です。
（大内会長）イベント開催はまだまだ分かりませんが、どんどん検討して頂き
たいと思います。
6．編集委員会
津久井理事より報告 P25～26
・委員会の開催はありませんでした。
・288号の発刊校正作業を行い、9/16校了となりました。
・289号（11月号）巻頭言は伊藤副会長、コラムは富安理事にお願いします。ス
ケジュールがタイトですが、原稿締切日を守って頂けると作業がスムーズに
行えますのでよろしくお願いします。
・イベント等が少ない為に記事も少なくなっていますので、何か掲載候補があ
りましたらご連絡下さい。
（津久井理事）木本理事は何かありますか。

（木本理事）特にありません。
7．広報委員会
津久井理事より報告 P27
・委員会の開催はありませんでした。
・先月の理事会でホームページの活用について色々考えさせて頂いていますが、
ホームページアクセス数は8月時点で3,880viewとなっています。例年に比べ
ると3分の2程度となっていて少し寂しい感じがあります。
・ホームページ活用については審議事項で検討したいと思います。
（津久井理事）安藤理事、何かありますか。
（安藤理事）特にありません。
8．厚生委員会
前原理事より報告

P29～30

・委員会はZOOMで開催しました。
・施設調査について検討しています。調査票の案は別紙を参照して下さい。特
に大きく変更がなければ、10月末までに発送、11月末に返送締切り、その後
集計となります。内容の確認をお願いします。
・各施設技師長宛てに別封筒で送付しますので、他に同封したい案内等があれ
ばお知らせ下さい。
（大内会長）施設調査票の内容に誤字脱字等がありましたら、今月中にメール
でお知らせ下さい。
9．災害対策委員会

P31

吉田理事より報告
・委員会の開催はありません。次回はWEB会議を予定しています。
・自然放射線測定結果は資料のとおりです。
・測定地区の追加や統合等について委員会で検討を行います。
10．放射線安全管理委員会 P33～P37
渡邉理事より報告
・今月の会議の開催はありません。
・かながわ放射線だより連載について、第 6 回目を宇田川さんに執筆頂けるこ
とになりました。
・ホームページ活用案として、医療被ばくの情報サイト掲載案を提出しました。

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

P20～P21

（引地理事）WEB のみでの開催となった為、実施概要を作成しました。
① 事前申し込み：10 月上旬より申込みを開始予定。安藤理事に協力頂き、
登録フォーム完成。各ホームページ等に掲載し広報する。
② 配信ソフト：ZOOM のウェビナーを使用。1 ヶ月ごとの契約で本契約を 9/22
に締結。渡邉理事の論文支援セミナーでも使用予定。
③ 講師の配信場所：ネット環境に不安がある為、原則、事務所からの配信と
する。県医療会館の会場はキャンセルする。
④ 必要備品：セミナーを実施する際には、講師の声がしっかり聞こえる様に
ヘッドセットが必要と考えられる。また今回、県医療課から当日 5 セット
程度ヘッドセットを借用できる事になった。
（田島副会長）ヘッドセットは他のセミナーでも必要だと思います。
（引地理事）購入も今後検討します。
（大内会長）まず使用してみて必要となれば購入を検討して下さい。
（引地理事）事前登録の締切日についてです。前回までは、第 1 回開催前まで
にまとめての事前登録申込みを想定していましたが、広報期間が短く、聴講
希望の方が追加申込み出来ない問題がありますので、各開催日の数日前に申
込みを変更します。一旦締め切って次回は改めて申込みする運用となります。
（大内会長）1 回ごとで大変ですが、よろしくお願いします。
（引地理事）渡邉理事の論文支援セミナーを実際に開催してみて、11 月の講習
会初回に間に合うように準備して行きたいです。
（大内会長）東京都診療放射線技師会が 11 月から毎週 ZOOM での勉強会を人数
制限で開催する事になっています。今後神奈川でも同様に開催したいと思っ
ています。県の講習会を 1 回開催したら検討します。
（松尾理事）組織委員会での ZOOM を使用した講習会に対しての回答として、ZOOM
や YouTube を利用した事があるので出来そうとの回答が多かった。YouTube の
中に ZOOM の使い方を解説している動画があるので、初めての方には練習用と
して活用出来るのではないかと思います。
（伊藤副会長）ホームページが去年のプログラム案内のままになっています。
（津久井理事）引地理事から新しい情報をもらい、10 月の講習会申込みまでに
はバナーも付けて整備したいと思います。
3-2

KART ホームページの活用 P2～3、P35～37
（大内会長）今回資料が総務委員会と放射線安全管理委員会から出ています。
（江川理事）総務委員会にてホームページ上でどういったものが活用できるか
案を出させて頂きました。やはり新型コロナウイルス関連について、より正
確な情報を掲載する事が会員のみならず県民や市民向けとして有効ではない
かとの意見が出ました。その他の意見として、医療被ばくの Q&A コーナーの
掲載や賛助会員主催の WEB セミナーの紹介がありました。WEB セミナーは賛助
会員から許可を取れば掲載できると思います。その他、関連団体や学術関連

継続

のイベント情報の掲載、ｅラーニングの WEB 開催等の意見もありました。新
型コロナウイルス関連については、現在ホームページに掲載されていますが、
他のサイトも掲載出来るでしょうか。
（津久井理事）前回の理事会でも話がありましたが、掲載する情報が厚生労働
省から出ているもの以外で精度の上での鑑別が難しく、信頼できる機関のも
のに限り掲載しています。
（江川理事）総務委員からは、厚生労働省だけではなく神奈川県からの情報も
追加したら、より身近でよいのではないかとの意見もあります。
（津久井理事）各施設にも横浜市の市長や保健局等から情報が回ってきていま
すので、行政関連からの情報であればそれほど大きな問題にならないと思い
ます。
（大内会長）放射線安全管理委員会からはどうでしょうか。
（渡邉理事）医療被ばくの適正管理に関する法改正について関連通知や関係学
会からのガイドラインを相互に理解する為に、それらの情報を簡単に紹介す
るホームページの活用案です。参考文献やガイドラインの関連サイトや本会
と関連する情報をホームページにて広報できる様にしたらどうでしょうか。
（大内会長）関連サイトには公的なものや学会的なものもあります。信用性も
あるので掲載してもよいと思いますが、どんな問題が考えられますか。
（津久井理事）掲載する方法の問題が一番大きいと思います。掲載は継続的と
なるので貼られたバナーから逐次更新された情報を見ていくのがよいと思い
ます。ただ現在のホームページの形態だとバナーを貼れるのが 4 つまでなの
で、それの整理をしなければいけません。外部サイトだけであれば関連団体
のところに貼っていくだけなのでそれほど難しくはありません。またお知ら
せに貼っていく場合は情報が新しくなるにつれ陳腐化していくという問題も
あります。その辺のバランスが難しいと思います。県技術講習会は県民と技
師への情報収集にかなり寄与するので期間中はバナーで公開して行きたいで
す。概要や申込み要綱を含めて 10 月には出して行きたいと考えています。バ
ナーをどういう風に利用していくのかが問題だと思います。
（大内会長）ホームページの作り方をもう一度検討して欲しいです。色んな情
報やデータ、リンク先は集まると思いますが、更新が続くと面倒になります。
何が一番ホームページでやりやすいのか検討して欲しいです。
（津久井理事）期間的な問題であれば“お知らせ”で十分だと思います。
（大内会長）案内が多くて、すぐ下に行ってしまうのは考え物です。
（津久井理事）コンテンツで分けられるかです。
“診療放射線技師の皆様へ”か
らホームページに入った時に、その下にぶら下がっているディレクトリのコ
ンテンツに固定ページとして作り、そこから閲覧できる様に工夫する等の方
法が考えられます。
（大内会長）他にご意見ありますか。
（江川理事）セミナー開催の情報は簡単に“お知らせ”で出来ると思います。
メーカーのセミナー案内を“お知らせ”に貼るのは、賛助会員であれば許可
はいらないと思います。

（大内会長）賛助会員以外のメーカーからは、先方からの要望がない限りリン
クは必要ないと思います。
（津久井理事）ほとんどのメーカーが WEB 上でセミナーの案内を出しています。
“お知らせ”からそのサイトに飛ぶ様にリンクを貼るのはそれほど難しい事
ではありません。
（大内会長）研究会のセミナー案内等は“お知らせ”に出しています。情報は
掲載すべきと思いますので、広報委員会で検討して頂き、次回理事会で提案
して下さい。
3-3

継続

令和 2 年度新春情報交換会
（大内会長）各団体とも新春情報交換会は実施しない様です。また県病院協会
も会長の意向として実施しない方針となっています。そこで当会としても今
年度の新春情報交換会は実施しない、としてよろしいでしょうか。理事会承
認を得たいと思います。

3-4

承認

その他
（大内会長）理事会の資料ですが、WEB 参加の方にはメールで送付され後日紙で
も郵送されていますが、次回からは紙での資料郵送は止めたいと思います。
よろしいでしょうか。
（渡邉理事）それで問題ありません。

承認

（大内会長）東京都診療放射線技師会の ZOOM を使用した勉強会ですが、学術委
員会で調査して欲しいです。
（富安理事）今後各地区技師会で予定していた勉強会を技師会として実施する
のでしょうか。学術委員が大変なので適切な勉強会があればお知らせ提案し
て頂きたいです。
（大内会長）1 回経験すると分かりやすく楽かもしれません。また賛助会員も使
ってもよいと思います。賛助会員が持っている資料を流してあげたいです。
どんどん活用していかないと事業活動をやっていないと思われてしまうかも
しれません。
（引地理事）各理事の施設でもメーカーとの繋がりがあると思いますので、メ
ーカーの持っている情報について学術委員会に教えて頂ければと思います。
（大内会長）皆さん一度は東京都診療放射線技師会のホームページを見てみて
下さい。

継続

（大内会長）神奈川県の最低賃金が上がる事に伴い、10 月から事務員の給与を
上げたいのですが、よろしいでしょうか。
（一同）はい。
（安藤理事）財務委員会から各委員会の次年度予算案の提出を次回理事会まで
にお願いします。

承認

（伊藤副会長）来年 4 月にはコロナ禍は終息していないかもしれません。コロ
ナ禍を考えた予算案としますか。
（大内会長）まだ来年度も落ち着かず、あまりイベントもないかもしれません。
しかし予算は予算なので、難しいとは思いますがコロナ禍を考慮しない予算
案として下さい。
（伊藤副会長）とりあえず予算案を出して頂き、後は財務委員会と三役で考え
たいと思います。
（田島副会長）コロナ禍を考えず出しておいた方がよいと思います。
（松尾理事）会員からの会費をそのままプールするのではなく、積極的に活動
していくという事ですね。
（伊藤副会長）公益比率の事も考慮する必要があります。
（大内会長）会費は同じなので予算案も昨年今年と同様です。もしかすると多
くの事業を実施する予算案を立てないといけないかもしれません。
（佐藤監事）公益比率は守れないかもしれないという公益インフォメーション
の件で神奈川県からは何か通達がありましたか。
（大内会長）特に通達等はありません。おそらく複数年での対応となるのかも
しれませんが現時点では分かりません。
（津久井理事）セミナーも形態が変わって WEB セミナーに移行していますが、
そういった事も加味しますか。
（田島副会長）入れて良いと思います。通り一辺倒でなくても構わないという
事です。現在の状況で次年度に移行するというのは中々難しいと思います。
昨年同様に普通に予算は立てて置いて実施出来るかどうかは状況次第になる
という事です。ただし今年度よりは事業を増やさなければならないのは確実
です。出来ないなら出来ないなりに今回の様に WEB 開催に移行したり出来る
訳ですが、それで結果的に予算が削減した時は仕方がないと思います。
（大内会長）また令和 4 年 2 月頃に開催予定の神奈川放射線学術大会ですが、
本来であれば今年度は会場を考えないといけない年なのですが、それまた別
途検討します。木本理事から予算案について何かありますか。
（木本理事）田島副会長と同じく予算は通常の事業計画を消化することを前提
に予算案を提出するべきであると考えます。
（大内会長）吉田理事、渡邉理事は何かありますか。
（吉田理事）特にありません。
（渡邉理事）特にありません。
（大内会長）予算案は通常の事業計画を消化することを前提に来月の理事会ま
でに提出をお願いします。

継続

審議終了
以上

令和 2 年 10 月 30 日
会長 大内 幸敏 印
監事 安部 真

印

監事 佐藤 英俊 印

