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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 12 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 3 年 1 月拡大四役会（Web 会議）

1 月 22 日（金）

・神奈川県医療専門職連合会理事会（Web 会議）

1 月 27 日（水）

・JART 全国会長会議（Web 会議）

1 月 30 日（土）

・第 19 回神奈川放射線学術大会準備委員会（Web 会議）

2 月 4 日（木）

・神奈川県病院協会学術委員会（Web 会議）

2 月 17 日（水）

・令和 3 年 2 月拡大四役会（Web 会議）

2 月 17 日（水）

・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 年度予算案
3-2 第 19 回神奈川放射線学術大会

3-3 第 9 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
3-4

KART 会員資格喪失者

3-5 告示研修への協力（来年度事業計画の追加）
3-6 その他

2021-02 月理事会

その他報告事項

１. 第 37 回糖尿病セミナーのご案内 【神奈川県保険医協会】
２. 登録情報ログインパスワードに関するお知らせ 日本放射線公衆安全学会】
３. 令和 3 年度中火災予防協会 新入社員防災講習会の開催について（ご案内）
【中火災予防協会】

４. 令和 2 年度 中区防災講演会の中止のお知らせ

【中火災予防協会】

５. 2020 年度第 2 回学術委員会の資料送付について 【神奈川県病院協会】
６. 事務所移転のご案内 【（公社）日本診療放射線技師会】
７. ご報告 【神奈川県病院協会】

＊回答が必要な文書
１. 日本放射線公衆安全学会 会費のご請求

【日本放射線公衆安全学会】 済

２. 第 37 回糖尿病セミナーご後援及びチラシ配布のお願い

【神奈川県保険医協会】済

３. 2020 年度第 2 回学術委員会の開催について 【神奈川県病院協会学術委員会】 済
４. 役員選挙に係る法人会員の選挙人届出について 【日本放射線公衆安全学会】 済
５. 2021 年度版リーフレット予約注文のご案内 【（公財）日本対がん協会】対応なし
６. 川崎市放射線技師会 70 周年に向けて挨拶文について（ご依頼）
【川崎市放射線技師会】

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題１

令和 2 年 12 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
１．1 月 22 日（金）令和 3 年 1 月拡大四役会（Web 会議）を開催。
２．1 月 27 日（水）神奈川県医療専門職連合会理事会（Web 会議）に出席。
３．1 月 30 日（土）JART 全国会長会議（Web 会議）に出席。
3 月 14 日に臨時総会が開催されます。本年度の代議員には開催案内がさ
れていると思います。会費納入規定が改定される予定です。本日の議題に
もある告示研修（資料 P3）についての話がありました。タスク・シフト/
シェアの推進に伴う研修が来年度の 7 月くらいに厚生労働省から通達が出
て即座に研修を取りかかりたいということで準備を進めています。後ほど
話します。
４．2 月 4 日（木）第 19 回神奈川放射線学術大会準備委員会（Web 会議）を
開催。
５．2 月 17 日（水）神奈川県病院協会学術委員会（Web 会議）に出席。
7 月 12 日（月）に第 40 回神奈川県病院学会開催することが決定しました
（資料 P1～2）。今回は神奈川県放射線技師会からシンポジストは出さ
ず、一般演題を考えていただきます。シンポジウムのみ会場開催で、一般
演題は Web での開催となります。募集要項を確認しておいてください。
６．2 月 17 日（水）令和 3 年 2 月拡大四役会（Web 会議）を開催。
７その他
・県会員の動向（資料 P18.19）について報告。
令和 3 年 1 月 30 日現在、会員 1,526 名、賛助会員 36 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

P7～17

・1 月 15 日（金）メール会議にて委員会開催しました。内容については、第 9
回公益社団法人神奈川県放射線技師会定期総会についてです。議事録を確認
下さい。
・生涯学習カウントシステム申請については、「第 45 回神奈川県 MRI 技術研究
会」
「第 63 回神奈川超音波研究会」
「令和 2 年度神奈川県放射線技術講習会」
の申請登録を行いました。
引地理事より報告
特に追加ありません。
2．財務委員会
伊藤副会長より報告 P21～33

安藤理事が装置トラブルにより理事会に出席できないため、代わりに伊藤から
報告します。
・残高試算表A：現在の預貯金および現金は資料の通り。
・収入の部：残高試算表Bについて。12月と1月分を資料として添付しています
が、1月分で説明させていただきます。入会者2名初年度入会で4,000円。正
会員会費は、現在87.2%の納入率です。賛助会員会費はあと2社ほど残ってい
ますが、退会会員分であるため賛助会員に関しては完納。
・支出の部：大きな支出は特にありません。
・新入会員については例年であれば100名を超えますが、現在のところ本年度
は45名の入会数となっています。
3．組織委員会
松尾理事より報告

P35

・2月の委員会開催はなし。3月にメールにて会議をする予定となっています。
・横浜東部地区で村上委員から金岩理事に委員交代となっています。
・地区活動報告としては、コロナの影響により平塚地区は活動を控えている。
横須賀三浦地区も定例会の会議も行っていない。川崎地区からは、Zoomを用
いて役員会を開催したとのことです。創立70周年記念式典をどうしていくか
を検討中との報告がありました。
・3月のメール会議では、先日震度4の地震があったため、今後はコロナと併せ
て困ったこと、準備しなければならないことなどをメールにて意見交換をで
きたらと考えています。
4．学術委員会
引地理事より報告

P37～53

・1月の委員会は1月8日（金）に開催しました。2月はメール会議を行っていま
す。現在は来年度の神奈川県診療放射線技術講習会のプログラムを検討して
います。
・かながわ放射線だより3月号の会誌原稿は、後ほど提出します。
・研究・発表・論文作成支援セミナー～2ndシーズン～について
第3回研究・発表・論文作成支援セミナー～2ndシーズン～を1月14日
（木）開催し、参加者は34名でした。開催報告書は資料2にて確認くださ
い。今年度はもう一度、第4回研究・発表・論文作成支援セミナー～2ndシ
ーズン～ を3月25日（木）に開催を予定しています。開催案内は資料3に
添付してあります。後日ホームページへの掲載依頼をさせていただきます
ので、宜しくお願いします。今回は、過去の参加者への開催案内のメール
配信を予定しています。
・神奈川県診療放射線技術講習会について
第3、4回開催報告書は資料4,5に添付しています。今回はWebでの開催と初
の試みであったため、視聴者数と登録者数の集計を資料6、アンケート結
果を資料７に添付しています。要約すると、延べ視聴者数は1,847名で昨

年度が1,087名であったため、6割程度増加となっています。修了証発行者
数は141名。今回の特徴としてはGoogleフォーム登録者のうち医師・歯科
医師が11名で県外登録者は44名でした。アンケートを要約すると、Web開
催に対する評価が高く、次年度以降もWeb開催を希望するとの声が多かっ
たです。講習会を知ったきっかけはホームページが最多でした。細かい部
分の記載については後ほど資料を参照してください。
・フレッシャーズセミナー開催報告 資料8
1月24日（日）に開催し、修了者は21名でした。伊藤副会長、田島副会
長、講師ありがとうございました。
富安理事より報告
・研究・発表・論文作成支援セミナー開催について、3 月のかながわ放射線だ
よりに広報が間に合わなかったため、自施設の方や地区会委員の方に広報を
宜しくお願いします。
大内会長）このような状況下で Web セミナーを開催できたことはすごく成果が
あったと思います。来年度はハイブリッド開催となるかもしれませんが、ぜひ
宜しくお願いします。
5．渉外委員会
金岩理事より報告

P55

・委員会を Web にて開催しています。
・次年度イベント予定について
相模原さくら祭り（4 月）、小田原子育て支援フェスティバル（5 月）につ
いて参加は無しです。高津区健康づくりのつどい（5 月）はまだ未定とい
うことでありましたので、引き続き調査したいと思います。
・渉外委員会活動案については、乳がん検診の触診方法の動画についてですが、
外部業者への発注依頼をかけてみてはどうか。専門家の監修についても乳が
ん検診の専門医の先生にお願いしてはどうかとの意見が出ています。
吉田理事より報告
特にありません。
大内会長）乳がん検診など私からも発信させていただきましたが、このような
ご時世のため動画のリンクなどあれば参考になるかと思いますので、皆さん宜
しくお願いします。
6．編集委員会
津久井理事より報告 P57～59
・1月の編集委員会は、1月末に発行した290号の編集作業をメール等で行いま
した。2月の編集委員会は開催していません。次年度の発行予定日と担当ディ
レクターを決定し、今後の巻頭言とコラムの順番が出ましたので資料をご覧
になってください。
・291号、292号は3月、5月と発刊が続きます。総会資料を同封する関係もある
ため、原稿の締め切りなどスケジュールがタイトになってくると思いますが

宜しくお願いします。
・291号と292号の目次案を掲載していますので、ご覧になってください。
木本理事より報告
特にありません。
田島副会長）放射線安全管理委員会の血管撮影・IVRの原稿についてですが、
原稿はほぼ出来ているのですが研究会にて確認作業を行っているため、2月28
日（日）提出となってしまいますがご了承願えますか。
津久井理事）大丈夫です。
松尾理事）組織委員会ですが、まだ原稿が入ってきていないため入り次第間に
合うように提出させていただきます。
津久井理事）291号は県央地区、鎌倉地区で間違いはないでしょうか。
松尾理事）それで結構です。
大内会長）292号の目次案で巻頭言が安部監事になっていますが、私が巻頭言
となります。
津久井理事）すみません。大内会長でお願いします。
7．広報委員会
津久井理事より報告 P61～62
・1 月 2 月の委員会はメールでの開催となっています。
・バナーの変更について
第 36 回日本診療放射線技師学術大会と神奈川県診療放射線技術講習会が
終了しましたので、バナーの切り替えを行っています。トップページのバ
ナーは現状、入会案内と KANAGAWA70 で展開しています。 KANAGAWA70 に関
しては、今後放射線安全管理委員会でアンケート調査等を進めていくとい
うことで、その結果を掲載するためにバナーを準備しました。渡邉理事、
バナーのアイコンは今のもので宜しいですか。
渡邉理事）問題ないと思います。
津久井理事）ご賛同いただければと思います。何か希望のアイコンがあ
りましたら連絡ください。
・令和 3 年度の役割分担を決定しました。
・理事会議事録の掲載整備を行いました。昨年の総会議事録を掲載して以降、
議事録掲載を失念しておりましたので、昨年度の第 12 回理事会から本年度の
7 回分の理事会の議事録を掲載しました。
・ESET のソフトウェアを 2 ライセンス 10 台分を安藤理事により更新していま
す。
・ホームページへのアクセス数と掲載数について
顕著な数字ではないが、継続して平坦化しています。何かしら新しいもの
を掲載していきたいと考えています。何かありましたら助言を宜しくお願
いします。今年に入ってから新着情報は頻回に更新されるようになってい
ます。色々なことに触れていており、1 週間に 2 個ずつほど更新している
状況となっていますので、ご覧になってください。

大内会長）ホームページの中の関連団体リンク集でリンクが切れているものが
あるようなので調べてください。
津久井理事）了解しました。
江川理事）新委員金澤さんとなっていますが、委員連絡票は出ていますか。
津久井理事）今はまだ委員にはなっていませんが、来年度から正式委員になる
予定の方です。現在、林委員と一緒に作業を手伝ってもらっています。
江川理事）正式に決定したら、手続きがありますので委員連絡票の提出をお願
いします。
津久井理事）了解しました。
8．厚生委員会
前原理事より報告

P63～70

・2月12日（水）に委員会開催。
・令和2年度施設調査の報告書について
会誌3月号6ページの掲載でお願いします。結果報告書の参考資料のところ
に、日本医師会・日本診療放射線技師会等の正当化に関する研修等の参考
になるような資料を添付させていただきました。大きい病院では医師が説
明することができるが、小規模病院では医師が正当化を説明するのが難し
いのではないかということで、参考として使用して下さいということを案
内しようと思い添付しました。もし、可能であればホームページで参考資
料の紹介ができると小規模施設では役に立つのではないかということで、
掲載について相談させていただきたいと思います。
大内会長）ホームページの掲載は良いかと思います。
津久井理事）形式としては、参考資料のような形式で掲載しますか。
前原理事）これは参考資料として載せているだけですが、掲載形式としては説
明文をつけた方が良いのか、他の方法が良いのかはホームページの状態と合わ
せて検討したいと思いますが、如何でしょうか。
津久井理事）コンテンツの形態として作成して相談していただければその時に
合わせて相談させていただきます。
前原理事）コンテンツを作成して提案します。
大内会長）報告書に誤字・脱字等あれば今月いっぱいまでに。皆さん確認くだ
さい。
9．災害対策委員会
吉田理事より報告

P71～73

・2月の委員会開催はなし。
・原子力災害支援者について
本年度 3 月末で原子力災害支援者の認定期限を迎えます。更新作業を行う
にあたって委員会にて支援をお願いする「原子力災害支援者 同意書」と
各支援者の施設に送付する予定の「支援依頼書」の文章の見直し、修正作
業を行いました。事後報告となってしまいますが、本来は 1 月の理事会に

て審議を行い 2 月にメンバーに送付予定と考えていたましたが、理事会開
催が無かったため大内会長に相談し、期間も少ないことから 2 月中旬にメ
ンバーに送付して回答を 2 月末にもらう事としました。現在、同意書回収
作業中です。今後、3 月中に更新作業を進め、4 月に委嘱状およびカードの
配布を考えています。
・令和 2 年度神奈川県原子力災害医療ネットワーク会議の開催について
2 月 20 日（土）に開催されました。原子力災害時における原子力災害医療
派遣チームの派遣に係るルールやその補償と、被ばく傷病者の各機関への
搬送手段など話がありました。神奈川県放射線技師会としては、原子力災
害拠点病院である北里大学病院と協力していくと共に、原子力災害医療研
修会等を有効に活用しながら原子力災害時の必要な知識の共有等を進めて
いくことを確認しました。
・自然放射線測定結果報告については資料の通り。
大内会長）事後報告になりましたが、同意書は配布させていただきましたので
ご了承ください。
10．放射線安全管理委員会
渡邉理事より報告

P75

・今月の委員会開催はなし。
・かながわ放射線だよりの連載原稿について
3 月号の会誌原稿を東海大学医学部付属八王子病院の岩崎氏に依頼し、現
在神奈川県アンギオ撮影研究会にて確認を行ってもらっています。
・第 4 回研究・発表・論文作成支援セミナーを 3 月 25 日（木）に開催します。
・一般撮影領域の調査を今年度実施する予定でありましたが、年度末にかかる
と技師長の交代などで回答率が下がる可能性があるため、4 月になって送付
し、実施したいと思います。
議題３
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審議事項
令和 3 年度事業予算案 伊藤副会長より説明
職場のトラブルで安藤財務理事が本日の理事会に出席できないため、代わりに
伊藤から説明させていただきます。
12月の理事会でお配りした令和3年度予算案資料に変更はありません。公益社団
法人としての財務3要件について説明をします。別表A「収支相償計算表」にお
いて第1段階の「公益目的事業の収支相償」は公1から公4事業まで全てマイナス
事業であり、第2段階の「公益目的事業全体の収支相償判定」においても余剰金
は発生しておりません。続きまして別表B「公益目的事業比率の算定総括表」に
おいて公益目的事業比率は54.9%となります。別表C「遊休財産の保有制限の判
定」においては遊休財産額の保有上限額が遊休財産額を下回り、「不適合」の
判定になってしまいましたが、コロナ禍における令和２年度の事業執行状況を
考えると、修正は不可能であると判断いたしました。当会会計顧問であるシェ
ル藤原会計事務所の青柳先生にご指導を受け、この予算書をもって最終とした

いと思います。なお令和3年度は、資金調達および設備投資の見込みはございま
せん。以上、令和3年度予算案についてご審議をお願いいたします。
大内会長）今の説明について皆さまからご意見等はないでしょうか。なければ、
ご承認をお願いします。
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第 19 回神奈川放射線学術大会

承認
伊藤副会長より説明

大内会長）2 月 4 日（木）に準備委員会を Web にて開催しました。大会組織につ
いては実行委員長に伊藤副会長、副実行委員長に引地理事を拡大三役で提案さ
せていただきます。皆さん、何か意見ありますか。承認いただけますか。
・実行委員については、進行状況によって皆さんに依頼すると思いますので、
皆さん快く引き受けていただきたいと思います。
・開催時期について
候補日は 2022 年 1 月 23 日（日）または 30 日（日）を考えています。どち
らかというと 23 日が良いのではないかと考えています。前後には１月 16
日と 2 月 13 日に神奈川県診療放射線技術講習会がありますので、どちらか
の候補日で開催できる会場を探しています。
・プログラムについて
来年状況がどうなっているかわかりませんので、通常より縮小し半日午後
開催とし、時間も 13 時～16 時までの 3 時間くらい。市民向け講演を 1 演
題と技師向け講演を 2 演題くらいで計画しています。市民向けのイベント
コーナーは行いません。
・開催費用について
会場費を 20 万円位までとして候補を挙げています。市民向け講演の講師の
先生への講師料は 2～30 万円までとし、神奈川放射線学術大会用に 100 万
円ほど予算がありますが、規模を縮小して開催するため全体として 50 万円
くらいで収まるような大会にしたいと考えています。Web と会場のハイブ
リッド開催も考えています。
・会場候補について
通常の学術大会であれば 200～240 名の登録がありますが、次回は規模を縮
小するということで 100 名位の会場を候補にしました
①横浜ワールドポーターズ：112 名と 100 名のホールが２会場。
②ナビオス横浜：110 名ホールが 1 会場。1 月 30 日に仮予約済。
③日石横浜ホール：252 名ホールが 1 会場。
日石横浜ホールは他の会場候補と同じくらいの会場費であること。252 名
のホールであれば例年通りの人数が参加しても対応ができる。コロナの状
況によっては席も間引きできるため、予約を取ることができるならば一番
良いのではないかと考えています。会場規模について何か意見ありますか。
大内会長）今まで候補会場を使用したことある方いますか。今日、ある程度会
場を決めたいと思っているのですが、皆さん意見がなければ、一任していただ
ければ会場は三役で決定したいと思っていますが如何でしょうか。
津久井理事）アクセスはどこが良いとかありますか。

承認

伊藤副会長）アクセスであれば日石横浜ホールです。後の 2 会場は同じくらい
です。
津久井理事）市民公開講座はアクセスが良い方が集客できるのではないかと思
います。どこの会場になるとしても、アクセスが良いに越したことはないと思
います。
大内会長）会場は一任していただいて宜しいですか。
伊藤副会長）少し時間がありますのでもし、どこか候補あるようでしたらメー
ルで連絡ください。会場を早々に決定しますので、市民向け講演と技師向け講
演の講師候補がありましたら、次の理事会までにメールにて提案してくださ
い。開催まで 1 年きっていますので、出来るだけ早く決めたいと思っていま
す。
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第 9 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定時総会
江川理事より説明 資料 10～16
・5 月 28 日（金）19：00～横浜市技能文化会館で開催を予定しています。今回
はコロナのこともありますで、会場に集まって開催するのではなく Web での
開催を考えています。
・お知らせについて会誌発行の都合もあるため、確認していただき本日承認を
お願いします。会告とその他委任状については、5 月号に同封しますので次回
の理事会までにご意見をいただければ大丈夫です。
大内会長）変更点としては今回は Web で配信するということで、議決権行使の
ため委任状無しで書面評決のみで進めたいと思っています。皆さんいかがでし
ょうか。お知らせについて承認いただけますか。
理事・監事、議長は、横浜市技能文化会館で準備し、Web 配信しようと思ってい
ます。質問も受け付ける予定です。総会開催の 1 週間前までに、指定の連絡先
までという文言も入れたいと思っています。その説明文についても確認してお
いてください。
・会告についてですが、Web 形式で開催となるため、視聴の URL をホームページ
や会誌等で掲載してしまうと、一般の方も視聴してしまう可能性があります
ので、四役で検討した結果、視聴は申込み制とし、視聴したい会員に URL を
送付するという案が挙がりました。他に何か良いご意見はないでしょうか。
この部分も含めて来月ご意見いただければと思います。
津久井理事）お知らせについてですが、ホームページにも載せると思うのです
が、そのタイミングはどこに合わせればよいでしょうか。
大内会長）会誌発行と同時で良いと思います。
津久井理事）わかりました。
・会誌発行までのスケジュールですが、4 月 1 日より山王印刷とのやり取りが
始まりますので、委員会の事業報告については 3 月中旬位までに提出をお願
いします。
大内会長）監査報告を 4 月 16 日に予定しています。

承認
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KART 会員資格喪失者

大内会長より報告

資料 P35

神奈川県放射線技師会のみ会員 3 名が除籍となります。日本診療放射線技師会
の退会希望者が 21 名。除籍候補が 33 名います。日本診療放射線技師会が除籍
となると神奈川県放射線技師会も除籍となりますので、合計 57 名が神奈川県放
射線技師会を退会となる予定です。
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告示研修への協力（来年度事業計画の追加） 大内会長より報告

資料 P3

12 月の理事会にて、令和 3 年度の事業計画案について承認をいただきました
が、冒頭でお知らせした通り、8 月位から告示研修が始まる予定です。承認い
ただいた事業計画案の公 2.2 には告示研修がありませんので、新たに告示研修
への協力ということで「告示研修会」を追記させていただきました。また公
３.1 の放射線障害防止啓発事業についても一部変更・追記を行いましたので
再度事業計画案を確認していただきたいと思います。改めて、この 2 月の理事
会にてご承認いただけますか。
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承認

その他
・令和 3 年度理事会開催日程と事務所休暇日について
江川理事より報告 資料 P17
理事会開催日についてですが、通常は第 4 週目の金曜日となりますが、
4 月：総会資料作成のため
5 月：第 9 回公益社団法人神奈川県放射線技師会定期総会開催のため
7 月：オリンピック開催のため
11 月：第 68 回関東支部研究発表大会が神奈川県開催のため
により、第 3 週金曜日の開催となります。1 月については第 19 回神奈川学術
大会開催があるため、日程次第では１週変更になる可能性があります。この
ような日程としましたが、いかがでしょうか。
大内会長）本年度は理事会を開催しない月もありましたが、原則的にはこの日
程で開催します。夏のオリンピックや冬場で必要が無いと思われた場合は開催
しない月もあるかもしれませんが、原則として資料の開催日程で行いたと考え
ています。事務所の休暇日については資料 P17 の通りで進めたいと思っていま
す。皆さん、宜しいでしょうか。

承認

・会費免除申請について 大内会長より報告 資料 P17
会員 4 名からの会費免除申請があります。承認いただけますか。

承認
以上

令和 3 年 3 月 26 日
会長 大内 幸敏 印
監事 安部 真

印

監事 佐藤 英俊 印

