公益社団法人

議

事

録・報

会議名

令和 2 年度 第 6 回理事会

開催日時

令和 2 年 10 月 30 日（金） 18：30～20：00

出席者

会

長

告

令和2年11月27日
神奈川県放射線技師会

書

開催場所

横浜市技能文化会館
6 階 603 研修室

大内 幸敏（Web 参加）

副会長

田島 隆人・伊藤 今日一

理

江川 俊幸・松尾 清邦（Web 参加）
・引地 利昭・富安 恭子

事

金岩 清雄・津久井 達人・渡邉 浩（Web 参加）
・前原 善昭
安藤 聡志・木本 大樹・吉田 篤史（Web 参加）

欠席者

監

事

佐藤 英俊

監

事

安部 真

相談役

山﨑 尚人
大内 幸敏

議

長

大内 幸敏

議事録採集者

前原 善昭

議事録署名人

安部 真
佐藤 英俊

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 9 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
・2020 年度関東甲信越地域 Web 役員会
・令和 2 年 10 月拡大三役会（Web 会議）
・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

3

審議事項
3-1 令和 3 年度事業計画と予算案
3-2 第 19 回神奈川放射線学術大会
3-3 令和 2 年度神奈川県診療放射線技術講習会
3-4

KART ホームページの活用

3-5 その他

9 月 27 日（日）
10 月 16 日（金）

2020-10 月理事会

その他報告事項

１. 医療事故情報収集等事業第 62 回報告書の公表について（依頼） 【神奈川県健康医療局保健医療部
医療課長】

２. 令和 2 年度神奈川県診療放射線技術講習会の開催について（通知） 【神奈川県健康医療局保健医療
部保健医療人材担当課長】

３. 後援団体のご承諾について（御礼） 【日本医療マネジメント学会 第 20 回神奈川支部学術集会】
４. 技師会事務所移転のご案内

【（一社）三重県診療放射線技師会】

５. 横浜市病院協会「新年祝賀会」中止のご案内 【（公社）横浜市病院協会】

＊回答が必要な文書
１. 神奈川県公衆衛生学会誌のテーマ原稿募集について（依頼）

【神奈川県公衆衛生】

２. 神奈川県公衆衛生学会誌への協賛広告の募集について

【神奈川県公衆衛生】

３. 日本放射線技術学会第 68 回関東支部研究発表大会の後援について（お願い） 【日本放射線技術学
会第 68 回関東支部研究発表大会】

４. 日本医療マネジメント学会 第 20 回神奈川支部学術集会 ご挨拶 【 日 本 医 療 マ ネ ジ メ ン ト 学 会
第 20 回神奈川支部学術集会】9/28〆返答済

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 9 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
・2020年度関東甲信越地域Web役員会

9月27日（日）

・令和2年10月拡大三役会（Web会議）

10月16日（金）

・その他
・県会員の動向
令和2年9月30日現在、会員1512名、賛助会員35社。
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

・総務委員会の開催はありません。
・JART 情報システム（JSARTIS）への生涯学習カウント申請について、書面の通
り申請しています。
・2021 年 3 月 11 日（木）開催、「第 63 回 神奈川超音波研究会」、10 月 13
日（火）申請済み。
・令和２年度、神奈川県診療放射線技術講習会、10 月 21 日（水）申請済み。
・その他
・神奈川会員再請求（永年会員、夫婦会員を含む）を 10 月 26 日に発送して
います。10 名ほどになります。申請がありましたら理事会で承認をお願い
します。
（江川理事）引地理事何かありますか。
（引地理事）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）
・什器備品391,120円はエアコンの代金（固定資産）です。
・残高試算表（B）
・収入の部：入会金収入30,000円（正規入会3名、初年度入会0名）
会費収入176,000円（21名）納入率66.6％
賛助会員会費収入40,000円（2社）
・支出の部：がん征圧キャンペーン広告料44,000円（公１）
Zoomウェビナー費用（月極）22,880円（公２）
・その他、記載のとおりです。

3．組織委員会
松尾理事より報告

P13

・委員会は開催せず、メールによる報告をしています。
・診療用放射線「安全利用のための研修の実施」に関する動画研修サイトを
ご案内しています。
・眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について回覧
を行っています。
・組織委員会活動について、
「診療放射線業務の写真・動画記録」の提案をし
ています。
・地区活動報告
・鎌倉放射線技師会勉強会、初のZoomでの開催になります。内容は、記載の
とおりとなります。神奈川県放射線技師会の方の聴講について問い合わせ
ています。
（大内会長）鎌倉のZoomは、契約されたものですか。
（松尾理事）不明です。
（大内会長）JART発信等も含めて確認してください。
（松尾理事）確認します。
4．学術委員会
引地理事より報告

P15～29

・委員会は10月9日（金）Webにて開催しています。議事録は資料を参照して下さ
い。
・セミナー開催について
・研究・発表・論文作成支援セミナー
第２回セミナーを開催。参加者44名でした。実施報告・会計報告は資料を
ご参照ください。初回のZoomによるセミナーでありましたので、アンケー
トを取っています。
・今後のWeb でのセミナー開催について
・フレッシャーズセミナーの開催を検討中（プログラムや配信方法について
検討中）
・東京都技師会：Web セミナーの調査
・10月から月2～3 回程度開催、時間40 分、参加費無料、定員30名、講演内
容は各メーカーからの情報提供や各分野の基礎的項目等。
神奈川県でも今後開催を検討していきたい。
・Zoom ウェビナーの活用について
・県内の各研究会へ活用していただくよう検討していく。
・ただし、各研究会での利用については懸案事項等が多くあるため慎重に進
めていきたい。
富安理事より研究・発表・論文作成支援セミナー：アンケート報告

P19～25

・視聴に関しては問題なく手続きができたとの回答です。
・スライド等の見易さ、音声も概ね問題なし
・ネット環境についても概ね問題なしと考えています。
・オンデマンドの配信について要望がありましたが、著作権の問題などがあ
るため、委員会としては現在のところ実施の予定はありません。理事会の
ご意見を頂き、今後の検討課題として検討します。
・ハイブリット開催と会場開催については、状況を考えながら検討します。
（大内会長）ウェビナーの活用については、段階を踏んで実施していきたいと思
います。神奈川県の講習会、KARTのセミナーの開催に活用していき、研究会に
おけるウェビナーの活用は、懸案事項を解消し、段階を踏んで、来年度以降の
実施を目指しても良いと思います。
（田島副会長）神奈川県に事業として実施していることなので、参加者にポイン
トが付くように（JSARTIS）への生涯学習カウント申請をお願いします。
5．渉外委員会
金岩理事より報告

P31

・委員会の開催はありません。次回 11 月開催予定です。
・委員会の活動状況は紙面のとおりです。
・グッズ購入案については、継続して検討しています。
（金岩理事）吉田理事何かありますか。
（吉田理事）特にありません。
（大内会長）Web で委員会を開催し、コミュニケーションを取ってください。
6．編集委員会
津久井理事より報告 P33～34
・10月の委員会の開催はありません。次回11月5日に開催します。
・次年度編集委員会の予算案作成、提出済です。
・11月は会誌289号の編集作業、スケジュール調整をメール中心で行う予定です。
原稿よろしくお願いします。
・会告の「令和2年度神奈川県診療放射線技術講習会申込み案内」について、ウェ
ビナーの参加上限人数が500名であるところ、現在の登録者400名であるため、
後期の申し込み案内を出すか検討中です。
・来年度の「新春情報交換会」中止のご案内の会誌掲載について、「会告」とし
て掲載してよろしいでしょうか。「お知らせ」のほうが良いと思いますがい
かがでしょう。
（大内会長）ご案内は掲載しましょう。
（田島副会長）「会告」でも「お知らせ」でも大丈夫であると思いますが、「会
告」ではないのかもしれません。
（大内会長）開催しないから「会告」ではないと思います。
（田島副会長）「お知らせ」でトップページに掲載で良いと思います。
（津久井理事）江川理事、お知らせの文面を総務で作成することは可能ですか。

（江川理事）会長名で「お知らせ」を出すことになると思いますので、作成して
会長へ送ります。
（大内会長）他の団体等の文面を参考にして作成してください。
（津久井理事）木本理事何かありますか。
（木本理事）特にありません。
（田島副会長）
「会告」の資料どおりに神奈川県診療放射線技術講習会の申し込み
の案内を行いますか。
（大内会長）あと100名の枠しかないのであれば、会誌よりもホームページに案内
があれば、掲載なしで良いと思います。
（田島副会長）400名の登録者全員が参加することはないと思います。
（大内会長）1回目で応募した人は、4回分全ての会に応募したことになるのです
か。
（田島副会長）4回全てに応募したことになります。
（引地理事）日曜日の参加状況を確認して対策を検討することを提案します。視
聴者の登録とパネリストの登録等の詳細オプションを設定することにより参
加者を増やすこともできますが、11月1日の参加状況を確認して、対応策を検
討したいと思います。
（大内会長）登録者と実際の視聴者の割合を見て決めましょう。
（田島副会長）
「会告」の案内資料は作成済みですか。
（引地理事）津久井理事に提出済みです
（田島副会長）状況確認後にいつでも出せることを確認しました。
（松尾理事）情報交換会の開催に関する情報について、組織委員を通してメール
で一報を入れておきます。
（大内会長）よろしくお願いします。
7．広報委員会
津久井理事より報告 P35
・10 月の委員会開催は、10 月 23 日 Web 会議にて開催。紙面のとおりとなります。
・バナー自然放射線量測定のアイコンの変更（町田市の部分更新済み）
・ホームページのアクセス数は増加傾向となっています。10 月は県の講習会の申
し込みなどがあるので、さらに増加することを期待しています。
・KART ホームページの活用（別紙資料）審議事項として後ほどご審議お願いしま
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

P37

・委員会の開催はありません。
・令和２年度施設調査の調査票の封筒詰め作業を10月28日に実施しました。11月
初旬の発送、11月末日締め切りで調査を実施します。

・令和３年度の予算案について、ボウリング大会の開催は自粛し、これに代わる
会員の親睦を目的としたイベントを検討した結果、「ウォーキング大会」を開
催する方向で予算を作成しました。
（大内会長）来年度の事業についても検討いただいています。
9．災害対策委員会

P39

吉田理事より報告
・令和２年度 自然放射線測定結果報告（直近2ヶ月分）の報告です。
・委員会令和2年10月20日（火）にWebにて委員会を開催しました。
・神奈川県内の自然放射線測定の地域について
・測定地域の拡大は今後も組織委員会等に継続してお願いしていくが、何年
間も測定が行われていない地域は統合表示しKARTのHPの掲載から外すよ
うにしたい。但し、掲載の書式の関係上、2020年以前のデータが簡単に見
られなくなる可能性がありますが、市民が閲覧した時にずっと空欄の地域
があるのも不信感に繋がるのではないかと懸念しています。表記方法につ
いて、ご意見をいただけましたら助かります。
・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
・原子力災害支援者の見直しについて
令和2年度現在の神奈川県放射線管理士部会運営メンバーおよび横須賀三
浦放射線技師会原子力災害特別派遣チーム（以下ＮＡＳチーム）に所属し
ている方々を中心に名簿を作成し直し、支援者の更新を行っていく事を確
認した。
今年度中はメンバーの見直し、支援者証の更新および再発行を行います。
（各職場への依頼状と本人の同意書の取得が必要）来年の４月以降、新規
メンバーにて訓練を行う予定。
・神奈川県地域防災計画 ―原子力災害対策編―
・神奈川県地域防災計画修正案に対し、災害対策委員会メンバーと内容を
確認し、当委員会としての意見を数点記載し提出させて頂きました。
神奈川県の担当の方からは、上記の地域防災計画等の具体的な内容を充実
するためにも、神奈川県放射線技師会との協力体制を協議していきたいと
返事がありました。また、当委員会で作成した原子力災害マニュアル（H23
年）は、避難退域時検査等についての内容もない事から、大幅に修正して
いく必要があるという結論となっています。
・大規模自然災害に対する検討事項
大規模自然災害に対する、神奈川県放射線技師会の対策本部活動要綱等の
整備、そして特に受援体制の確立を目指すことを確認した。
それに先立って神奈川県放射線技師会会員メンバーで、JART に「災害支援
診療放射線技師」として認定された方々に声を掛け、当災害対策委員会主
導のもと支援者の方たちと意見交換をする場を設けたいと考えます。JART
や KART に認定者についての情報を問い合わせ、なるべく早い時期に Web
にて話し合いを行う予定とします。

（大内会長）自然放射線の統合表示等について皆様のご意見をお願いします。
（松尾理事）組織のメール会議では各地区から前向きな意見をいただいています
が、地区自体で集まって会議を行うことができていないため、少々時間をい
ただけましたら、話し合いをもって進めることができると考えています。
（吉田理事）災害対策委員会としても拡大方向で進めたいと考えています。組織
委員の皆様と協力して進めていきたいと考えています。
（大内会長）拡大とは広げるということですか。
（吉田理事）地域名が表記されているが、長期間測定されていない地域の表示が
このままでよいのか皆様のご意見をいただけますでしょうか。
（大内会長）意見をお願いします。
（大内会長）一つの意見として、過去に設定した測定個所にこだわらず、統合し
てよいと思います。
（佐藤監事）平塚地区について、平塚共済の白川委員（放射線安全委員会所属）
に直接協力を依頼すれば、平塚地区の測定ができると思います。
（松尾理事）ご意見ありがとうございます。早期に連絡を取り前向きに進めてま
いります。
10．放射線安全管理委員会 P41～P42
渡邉理事より報告
・委員会は（オンライン会議）を 2020 年 10 月 19 日（月）に開催しました。
・詳細は別添した議事録をご覧ください。
・下記の神奈川県診療放射線技術講習会の予行演習を行った。
・準備に問題はありません。
・かながわ放射線だより連載の確認を行った。
・一般撮影：高橋康太（東芝林間病院） 2020 年 11 月号 投稿済です。
・CT：小川泰良（聖マリアンナ医科大学病院） 2021 年 1 月号
本委員会内提出が 11 月末、編集委員会投稿が 12 月末であることを確認し
た。
・研究、発表、論文作成支援セミナー
・2nd シリーズ第 3 回を 2020 年 12 月 4 日（金）か 11 日（金）で学術委員
会と調整中です。
・医療被ばく線量調査
・2020 年度後半に予定通り一般撮影領域の調査（2 回目）を行う予定です。
新田（聖マリアンナ医科大学病院）、関（北里大学病院）を中心に実施す
る予定。
・HP 活用企画
・前回提案した案件についての判断をお願いします。
（大内会長）皆様からご意見ありますか。
（田島副会長）学術委員会の関東甲信越学術大会は 2 年後の 2020 年度（群馬）
から再開に修正してください。

（江川理事）鎌倉地区の勉強会は、行事日程として掲載しないほうが良いのでし
ょうか。
（松尾理事）鎌倉地区と湘南地区の会員参加を想定しています。講師の方等に、
神奈川全体で参加してよいか確認し、回答を待っているところです。
（江川理事）回答がきましたらご連絡お願いします。
（松尾理事）承知しました。ホームページの情報掲載についても連絡します。

議題３

審議事項

3-1

令和 3 年度事業計画と予算案
（大内会長）事業計画は、皆様の提出した予算案を検討して決めたいと思います。
また、新しい事業案がありましたらメールなどでご連絡ください。事業計画は
12 月頃にまとめて作成する予定です。予算案については安藤理事から説明お願
いします。
（安藤理事）予算案の提出ありがとうございます。内容が決まりましたらご連絡
いたします。
（大内会長）拡大四役会などで予算案作成を進めてまいります。

3-2

継続

第 19 回神奈川放射線学術大会
（大内会長）2021 年度に開催予定であります。2022 年 1 月または 2 月に開催で
す。来年 2021 年 1 月には、会場を決定したいと考えています。会場決定後
に準備委員会を立ち上げます。スモール形式による開催となると思いますの
で、ご承知おきください。よろしいでしょうか。
（大内会長）ご質問がないようですので、よろしくお願いします。

3-3

令和 2 年度神奈川県診療放射線技術講習会

継続

P26～29

（大内会長）引地理事から説明お願いします。
（引地理事）10 月 29 日に募集を締め切り、450 名ほどの登録をいただいていま
す。登録者には招待メールを送っています。携帯電話のキャリアメールで登録
いただいた方々で、招待メールを受診できない方には、PC メールでご登録いた
だくように案内しています。
本事業は Web 開催。講師とスタッフが当日神奈川県放射線技師会事務所に参
集。講師は午前 3 名、午後 3 名、座長がそれぞれ 1 名で合計 8 名いらっしゃる
ので、COVID19 における感染拡大防止のための実施要項を作成し、運営してい
きます。事務所の入室人数の制限（５０１会議室：5 名 ５０３会議室：5 名 ５
０４会議室：9 最大 19 名）として運営します。県の医療課の担当者もいらっ
しゃる予定です。大内会長が欠席ですので、田島副会長、伊藤副会長の参加を
お願いします。
問診表も作成し、感染対策に努めてまいります。また、配信環境の整備のた
め、パーテーションと照明機器を購入したことを報告いたします。
（引地理事）富安理事追加で何かありますか。
（富安理事）特にありません。
（大内会長）詳細な感染防止対策作成ありがとうございます。ボリュームがあり
ますので、資料作成に終わらず、皆様に周知徹底して運用してください。よろ
しくお願いします。
（渡邉理事）状況によっては、事務所に参集せずに所属する大学から Web 参加す
る可能性がありますが、大丈夫でしょうか。
（引地理事）承知いたしました。渡邉理事の席は確保しています。講習会初日で
ありますので、渡邉理事に事務所にて参加していただけると心強いところです
が、感染拡大防止最優先でご判断いただきたくお願いいたします。

承認

3-4

KART ホームページの活用 P36～37
（大内会長）津久井理事から説明お願いします。
（津久井理事）前回、理事会にて各委員会より数々の提案をいただき、広報委員
会でもホームページの活用に寄与できる事項を検討しました。
・最も多く出されている情報として、COVID19 関連の緊急性の高い厚生労働省の
リンクを実施しています。これ以外の組織などからの情報も提供する意見があ
りましたが。内容の真偽の判断が難しいことから、現状の厚生労働省へのリン
クにとどめています。しかし、同じ公共機関の神奈川県・横浜市の自治体から
の情報は今後、掲載していくことを検討しています。
・現在バナーを作成して対応していますが、今後リンクを張っていくことを検討
しています。
・医療被ばくについて、「医療被ばくの適正管理に関するサイト等の紹介」に関
しては資料文書などの掲載内容が適正であるか判断が難しいところですが、線
量管理を担う職能団体としては前向きに考えていきます。サイトの中で医療被
ばくを扱うコンテンツ部分をまとめて掲載できるように検討していきます。
（現在の KANAGAWA70 と一緒にしたらどうか等）
・関連団体および学術関連イベント情報の掲載について、他業種や他学会等、医
学関係の情報も取れるようにすると利便性が高まると思いますので、情報を求
めた時にリンクしやすい形にしたいと考えています。現状のサイトのレイアウ
ト変更なしでは難しいと考えていますのでホームページリニューアルのタイ
ミングで他のコンテンツ変更を含めて改良していきます。
・賛助会員主催 Web セミナーの開催情報について、既に多くの賛助会員から Web
セミナーの案内がされています。この情報をホームページから配信し業者から
直接情報を得られない会員にもお知らせできるようにします。また、賛助会員
企業の Web セミナー参加率の向上にもつながると考えます。
口頭で問い合わせた企業の反応はおおむね好意的であるが、掲載可能な情報
には制限があります。
１） 企業主催の Web カンファレンス等は許可がでていれば掲載可能です
２） 研究会主催、企業共催の講演会は企業のみの許可では不可です
３） 地方の研究会などでは地域限定のイベントもあるので、その場合は不可
です
賛助会員企業より Web セミナーの案内があった時、県技師会ホームページに
掲載可能か問い合わせ、可能であり依頼された場合掲載をします。
掲載の手順、広報窓口などの整備が必要です。お知らせよりリンク先に飛ん
でも ID・パスワードを求められるサイトもありその提示方法、PDF 掲載やリン
ク先データ取得など、掲載方法の検討を行い、速やかに実行に移したいと考え
ています。
（大内会長）COVID19 関連の公共機関からの情報については、速やかに実行でき
ると思いますので、よろしくお願いします。
（津久井理事）承知しました。

（大内会長）医療被ばくに関しては、委員会と連携して実施してください。関連
団体および学術関連イベント情報は、ホームページリニューアルのタイミング
で良いかと思います。賛助会員主催 Web セミナーの開催情報いついては、企業
に問合せして進めていく方向で検討しましょう。
（大内会長）他にご意見ありますか。
（引地理事）11 月 1 日の神奈川県診療放射線技術講習会の開校式の際、神奈川県
の医療課長から COVID19 の情報について広報があります。神奈川県としては、
医療関係者へ的確に情報を伝えることに関心があり、神奈川県の情報にリンク
することについて積極的に対応していただけると思います。
（津久井理事）トピックス的な事柄については、すぐに対応できると思います。
（渡邉理事）KANAGAWA70 のコンテンツもリニューアルする必要があるので、これ
も併せて検討してまいります。リニューアルには時間がかかると思います。急
ぐのであれが、先月提案した医療被ばくのサイトの紹介について、内容の真偽
の判断が難しいとの判断であれば、関連学会などのサイト集の形で紹介するこ
とを提案します。また、職業被ばくの事柄についても同様に紹介することを提
案します。
（津久井理事）お知らせの形で掲載することは、すぐに対応できると思います。
コンテンツを作成するには、ある程度時間が必要であると思います。医療被ば
く、職業被ばくについては、統一した大きなカテゴリーとして作成していきた
いと考えています。
（津久井理事）安藤理事、追加で何かありますか。
（安藤理事）特にありません。
（大内会長）賛助会員の案内等もよろしくお願いします。

継続

（津久井理事）賛助会員については、情報提供の依頼が数社ありますが、情報提
供を実施してもよろしいでしょうか。
（田島副会長）インフォメーションとして載せていくことも大切であると思いま
す。
（大内会長）賛助会員以外の企業の対応はどうしますか。
（田島副会長）賛助会員のみで良いと思います。
（大内会長）賛助会員のみの情報提供とします。
3-5

その他
（田島副会長）事務局からお知らせです。11 月 27 日（金）の理事会開催日に、
事務局の皆様が休暇などでお休みとなります。理事会資料の提出は、11 月 24
日締め切りでお願いします。また、当日緊急で不参加となる場合の資料配布が
できなくなるので、前日の 26 日に全員に PDF 資料を配布します。よろしくお
願いします。
（大内会長）確認しました。その他何かありますか。
（伊藤副会長）次回理事会の開催場所を決定してください。
（大内会長）横浜市技能文化会館でお願いします。

承認

（伊藤副会長）承知しました。

承認

（大内会長）環境により音声が途切れる場合があるので、今後の課題としたいと
思います。
（大内会長）回答が必要な文書、日本放射線技術学会第 68 回関東支部研究発表
大会の後援について（お願い） の承認について、後援は承認してよろしいで
しょうか。
（田島副会長）はい、承認の回答を出します。

承認

（大内会長）その他何かありますか。
（田島副会長）他には特にありません。

審議終了
以上
令和 2 年 11 月 27 日
会長 大内 幸敏 印
監事 安部 真

印

監事 佐藤 英俊 印

