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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 10 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 11 月拡大三役会（Web 会議）

11 月 10 日（火）

・令和 2 年 11 月拡大四役会（Web 会議）

11 月 16 日（月）

・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 会費納入規程の見直し
3-4 その他

2020-11 月理事会

その他報告事項

１. 「2020 秋のかながわレッドリボン月間」の実施について 【神奈川県エイズ対策推進協議会】
２. 令和 3 年 賀詞交歓会の開催中止のご案内

【
（一社）神奈川県臨床検査技師会】

３. 公益社団法人神奈川県病院協会「2021 年新年賀詞交歓会」中止のご案内

【（公社）神奈川県病院協会】

４. 2021 年神奈川県保険医協会 新年会開催中止のお知らせ 【神奈川県保険医協会】
５. 2021 年新年賀詞交歓会開催中止のお知らせ 【（公社）神奈川県栄養士会】

＊回答が必要な文書
なし

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 10 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11月拡大三役会（Web会議）

10月10日（火）

・令和2年11月拡大四役会（Web会議）

10月16日（月）

・11月25日（水）に連合会の会合があり、作業療法士会が脱退するとの報告があ
りました。したがって、来年度からは5団体になります。
・その他
・県会員の動向
令和2年11月30日現在、会員1516名、賛助会員35社。
・東京都からに転入が 2 名います。
・会費免除申請として、45 年在籍ということで第 8 条に基づく会費免除申請が 3
名、毎年のことではありますが第 6 条に基づく購読料免除希望者が 4 名おりま
す。
承認してよろしいか。
2-2

業務執行状況報告
1．総務委員会
江川理事より報告

P5～8

・総務委員会 Web にて 11 月 20 日に開催しました（議事録参照）。
・ホームページの活用について、各委員会からの意見と理事会での方向性につい
て報告しています。
・今後の総務委員会の事業として、神奈川県診療放射線技術講習会の運営に総務
委員も参加することを決定しました。
・JART30 年・50 年表彰関連書類送付しました。
・令和 3 年の関連団体への新年の年賀状ですが、今回は外部での印刷（40 枚・5887
円 税込み）で送付させていただきます。
2．財務委員会
安藤理事より報告

P9～15

・残高試算表（A）
・什器備品の-16,500円はエアコン取り付け費用に差額が生じた分の返金分で
す。
・特定資産の教育支援基金から、神奈川県放射線技術講習会の運営費として、
200,000円取り崩しています。

承認

・残高試算表（B）
・会費納入は令和元年度以前が19名、令和2年度が212名、令和元年度累計が
1,220名で納入率が80.5％になっております。協賛の納入はありませんで
した。
・その他、記載のとおりです。
（大内会長）会費納入率が80.5％というのは良いと思います。
3．組織委員会
松尾理事より報告

P17～19

・鎌倉地区は朝倉委員から関根委員に交代しています。12月1日から正式な交代
になります。
・メール会議を日時：11月26日（木）19時から開催し、勉強会の案内もしました。
・西湘技師会60周年記念事業として、60周年記念誌のみ発刊し、西湘技師会ロゴ
マーク、ピンバッチを作成しました。
以上、後は紙面でご確認ください。
（江川理事）関根委員への委嘱状を本日準備し来週には送付予定です。
（江川理事）今期、朝倉委員には委員の委嘱状を送付しておりませんので、交代
ではなく新規就任ではないでしょうか。
（松尾理事）そうでした。
4．学術委員会
引地理事より報告

P21～30

・委員会は11月13（金）19：00～20：30 Webにて開催しています。議事録は資
料を参照して下さい。
・研究・発表・論文作成支援セミナー～2ndシーズン～ 開催について
第3回 ウェビナーを使って開催（開催案内 資料2．
）
開催日時：2021年1月14日（木）19：00～20：30
申込期間：2020年12月7日（月）～ 2021年1月8日（金）17：00
前回同様にグーグルフォームで受け付ける。
・神奈川県診療放射線技術講習会について
・第1回開催報告 視聴数

前半220名／後半202名

（開催報告 資料３．／

反省点 資料４．
）
反省点を活かしていきたい。
・第2回開催

11月29日（日）内容：一般撮影

11月26日（木）Zoomへの参加登録作業予定／登録者 約525名（11月22日現在）
・学術委員の作業量が多いことと総会もZoomを使って開催する可能性も有る
ため総務委員会と協力して今後は開催する予定です。
（富安理事）特に追加はありません。
（大内会長）ウェビナーを使った講習会の開催大変お疲れ様でした。今後は総務

と学術が協力して開催できればと考えています。
（大内会長）フレッシャーズセミナーは2月予定ということだが1月に開催するこ
とはできないでしょうか。
（引地理事）1月には神奈川県放射線診療技術講習会と論文支援セミナーがあり
スケジュールがタイトになっており1月開催は厳しい状況です。ただし、再度検
討はしたいと思います。プログラムは半日開催とし、講師も学術委員が中心で既
にスライドも出来ています。しかし、学術委員会としては2月開催としたいと考
えています。
（富安理事）今まではセミナーの日だけ集まれば良かったが、Webのセミナーに
なったことで招待メールを送信する日が増えました。スケジュール調整を行えば
また作業を分担できるようになれば可能かもしれないが、講習会での作業の習得
状況を見て判断したいと思います。
（大内会長）再度検討してください。
（田島副会長）招待メールはきたメールにそのまま返信するかたちではだめでし
ょうか。
（引地理事）現在はZoomに登録するかたちをとっています。
（田島副会長）JARTの関係から2月開催では遅く1月には開催にしないといけませ
ん。
（引地理事）日曜日の神奈川県放射線診療技術講習会の時に再度検討させて下さ
い。
5．渉外委員会
金岩理事より報告

P31

・委員会開催はありません。
・次回は 12 月に WEB 開催を予定しています。
・次年度 イベント 予定
例年ですと、相模原や小田原での開催がありますが、現在のところ､ イベント
開催の連絡はありません。来年度前半も厳しいと考えます。
（金岩理事）吉田理事何かありますか。
（吉田理事）特にありませんが、先月も同様の報告でしたのでそろそろ本気で何
か考えたいと思います。
6．編集委員会
津久井理事より報告 P33～34
・11月の編集委員会はWeb開催で11/5（木）に行いました。内容は紙面のとおりで
す。
・Web開催の神奈川県放射線診療技術講習会は良い内容なので紙面で情報提供でき
ないかと考えており、学術委員会と相談したいと思います。
・KARTかながわ放射線だより 289号（11月号）：11/18（水）校了 11/30日（月）
発行です。
・KARTかながわ放射線だより290号（1月号）は、巻頭言 安部監事 コラム 引

地理事 原稿締切12/25（金） 発行予定日1/25（月）になっていますのでよ
ろしくお願いします。
・地域だよりは湘南・西湘地区になっておりますので、松尾理事よろしくお願い
します。
（松尾理事）承知しました。
（木本理事）委員会議のWeb開催に問題はありませんでしたので、遠方の委員も
いるので引き続き活用していきたいと思います。
7．広報委員会
津久井理事より報告 P35
・11 月の委員会開催はありません。
・神奈川県診療放射線技術講習会のバナーを掲載しました。
・KART ホームページの活用、前月 Web 委員会・理事会を経て、順次可能な個所か
ら行っていく。賛助会員の Web セミナー2 社が 3 講義を掲載、2 週間から 1 か
月ほどはトップページに表示される予定です。
・HP のアクセス数は、10 月は神奈川県放射線診療技術講習会の申込もあって伸
びました。8,000views と 10 月は倍増しました。
（安藤理事）トップページ 2,502views(2020 年 9 月:1,847views)、県技術講習
会実施要項 1,553views
（診療放射線技師のみなさまへ 1,859views のうち、
1,553views がこのページ）という状況になっています。申し込みページへア
クセスがあったため、他のページも全体的に view 数は上昇しています。
（大内会長）いろんな情報を掲載してアクセス数が増えるようにしていただきた
い。
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年度施設調査については、現在調査票の回収中で返送の締め切りは11月
末日です。紙媒体の回答もあります。
（大内会長）集計作業は集まって行いますか。
（前原理事）グーグルフォームを使っているので集まらないでできます。
（津久井理事）施設調査結果の掲載は何月号を予定していますか。
（前原理事）3月号ではどうですか。場合によっては5月号になるかもしれません。
（津久井理事）1月号はないということで良いですか。
（前原理事）はい。
9．災害対策委員会
吉田理事より報告

P39
P39

・今月は委員会の開催はありません。
・KARTホームページの自然放射線測定値の表示の方法を担当の後藤委員と検討中
です。市民が見やすい形を考えています。

・自然災害時の支援・受援体制の確立を目指す具体的な方法と方向性について次
回の理事会までにJARTが認定した、神奈川県所属の災害支援診療放射線技師の
方々とWeb会議を行いたいと考えています。
・令和２年度自然放射線測定結果報告（直近2ヶ月分）の11月は7地域からの報告
がありました。データは資料の通りです。
・この地域を中心にホームページ上に表示が残るようにしたいと考えています。
（大内会長）自然災害の件は新しい活動なので認定を取得された2名の方を巻き
込んで活発に活動していただきたい。
（吉田理事）了解しました。
10．放射線安全管理委員会 P41
渡邉理事より報告
・今月は会議を開催していません。
・11 月 1 日の神奈川県診療放射線技術講習会を無事に実施できました。
・かながわ放射線だより連載の次回は CT で小川泰良委員（聖マリアンナ医科大
学病院）の担当で、現在本委員会内で校正しており、終了次第新田委員を通じて
編集委員会に提出予定です。
・研究、発表、論文作成支援セミナー2nd シリーズ第 3 回を学術委員会と相談し
て 2021 年 1 月 14 日（木）に開催予定です。
・2016 年度に実施した CT 分野の調査結果を基にした論文（筆頭：小川泰良（聖
マリアンナ医科大学病院）が日本診療放射線技師会誌に原著論文としてアクセプ
トされました。
（大内会長）前原理事、何か追加はありますか？
（前原理事）ありません。
（大内会長）委員会報告全体として追加の意見等はありますか。ないようですの
で、審議事項に移ります。

審議事項
令和 3 年度事業計画と予算案

P1～3

来年度の事業計画案、特に太字の箇所を確認してください。
（大内会長）まず公 1.1）の第 19 回神奈川放射線学術大会は今年度（令和 3 年度）
開催となります。また、イベントはやらないということになったら削除になり

議題３
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ます。
（大内会長）公 2.関東甲信越診療放射線学術大会は、来年度はなしになりますの
で削除します。
（大内会長）JART の講習会ですが、来年度は学術大会を開催するということで基
礎講習会は開催せず、フレッシャーズセミナーと統一講習会への講師派遣とい
うことになります。
（大内会長）公 3.の調査ですが、予算から見ると今年度と同様になるようですが
いかがですか？
（前原理事）来年度は CT の調査は行わないことにしたいと思います。
（渡邉理事）一般撮影の 2 回目の調査は今年度中に実施し、来年度は今年度調査
した一般撮影の調査やこれまでに実施してきた調査結果の論文化や公開等の
作業を行う予定です。また、職業被ばくに関する改正法が来年度に施行するこ
とから、それへの対応に必要が迫られる可能性もありますのでそれに備えるこ
ととしています。
（大内会長）当該部分は放射線安全管理委員会にお任せしますので 1～2 週間程
度修正してください。来月の理事会には修正した新しい事業計画案を出したい
と思いますのでよろしくお願いします。
（大内会長）公 3.3）のところですが、自然災害対策の協力事業を 4）として独
立させて以下ずらしますので、吉田理事に加筆をお願いします。これも 2～3
週間の間にお願いします。
（吉田理事）了解しました。
（大内会長）公 4.に関してですが、会誌の発行は例年通りということでよいです
か。
（津久井理事）年 6 回を予定しています。中長期計画で HP の方へ移行していく
という話もあるが、まだ具体的になっていないので今年度同様に考えていま
す。
（大内会長）はい、分かりました。
（大内会長）あとは気になるところはないのですが、皆さんから事業の中止や実
施についてあるようでしたら 2 週間以内にメールをください。
（大内会長）事業計画についてはこれで良いでしょうか。
（全員）はい。
（大内会長）次に、予算案について審議したいと思います。安藤理事、よろしく
お願いします。
（安藤理事）理事会資料として事前にメールで資料を配信していると思います。
収支の方が 60 万円になっていると思いますが、積立金が 70 万円ですので実質
10 万円となります。端数を調整して整えます。以上になります。
（大内会長）今回は理事会で全体の把握ということで資料をあげさせていただき
ました。先ほどの事業計画案と照合して拡大四役会を何回か開催し、来月の理
事会に再度提出したいと思います。何かご意見はありますか。ほぼほぼ皆さん
の委員会の予算案に沿って作成しています。

（大内会長）特に、ご意見はないようなので案ということで継続審議とします。
第 19 回神奈川放射線学術大会

P30

（大内会長）拡大三役会で議論しました。まずは案ということでスモールに開催
する方向として、一般演題を設けず、市民向け講演、技師向け講演とし、半日と
いうか 3 時間程度で開催したいと考えています。時期としては、2022 年 1 月ある

継続

いは 2 月の土曜日あるいは日曜日を考えています。既に神奈川県放射線診療技術
3-2

講習会の開催予定日が決まっており、その前後とすると 1 月 30 日（日）か 23 日
（日）が候補日になるかと思います。会場の候補は資料に示したようにいくつか
ありますが、ホテルでも予算的には OK なのでそれも含めて検討したいと思いま
す。開催方法ですが、1 年後ということでハイブリッド形式ということで検討し
ていきたいと考えています。この件に関してご意見はありますか。実行委員会は
1 年を切る時期に立ち上げたいと考えています。ご意見はないでしょうか。特に
ご意見や問題がなければこの方針で進めます。
会費納入規程の見直し 本日配布資料
（大内会長）本日、メールで配信するとともにお手元にも配らせていただきまし
た。
要するに、JART が 65 歳から会費を減額するということで 15,000 円から 8,000
に減額になります。JART は半額ではないのですが、半額にするとして 60 歳から 継続
65 歳で実施した場合の減額合計と会費収入の試算をしてもらいました。60 歳か
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らにすれば 6.5％、63 歳にすれば 3.9％、66 歳にすれば 2.8％の減額ということ
になります。会費収入 1200 万円からどのくらい減額になるかを見たのですが、
皆さんのご意見をお聞かせください。JART に合わせるわけではありませんが、
JART と同じ 65 歳からにすれば説明はしやすいのですが、本会としての独自の考
えも示したいと思います。予算的に問題がなければ良いでしょうか。
（田島副会長）会員の会費を出来るだけ減らそうというのが一番の目的です。現
在でも資料にありますように、KART 在籍 30 年で 52 歳から 10 万円納入すれば以
降の会費は無料ということで、JART と違う年齢で行うのは難しい。出来れば来年
度の総会には会員の皆さんに報告したいのでそれまでには確定したいと考えて
います。JART と同じ 65 歳以上とするのが説明しやすいのではないかと考えてい
ます。
（大内会長）63 歳からとか本会の独自色を出したいという気持ちもあります。拡
大四役会で予算案を編成しますのでそれと合わせて検討したいと思います。今日
の理事会では少なくとも JART と同じ 65 歳から減額するということ、つまり年齢
による会費減額制度を設けるということは承認いただきたい。その承認が得られ
ましたら、どの年齢から減額するかを検討していこうと思います。何かご意見あ
るでしょうか。
（安部監事）日本放射線技術学会では 60 歳になったら 15,000 円が 8,000 円に減
額されます。つまり、60 歳になったら会を辞めるという方が多いということだと
思います。したがって、会員の確保という観点からは良い案ではないかと思う。
（伊藤副会長）賛成ですが、60 歳前の 58 歳の会員が 80 人いたら大きくないでし

ょうか。
（大内会長）この資料だと来年以降のことは分かりません。
（伊藤副会長）そういう観点でも検討しないといけないのではないでしょうか。
（田島副会長）今日は会費減額案を進めて良いかの承認になると思います。
（大内会長）継続審議して良いかを承認いただけますか。
（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。
その他
（田島副会長）年末年始の忘年会や新年会の開催は厳しいと思われるので中止を
決定してはどうでしょうか。
（大内会長）年末年始の忘年会や新年会は中止とします。
（大内会長）他の医療団体の賀詞は尽く中止になっています。

継続

3-4
審議終了
以上
令和 2 年 12 月 25 日
会長 大内 幸敏 印
監事 安部 真

印

監事 佐藤 英俊 印

承認

