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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

１．前回理事会議事録の確認について

2

２．報告事項
2-1 会長報告
・令和 3 年 10 月拡大四役会（Web 会議）
・その他
・県会員の動向
・JART2021 年度 診療放射線技師業務実態調査
2-2 業務執行状況報告
・各委員会報告

3

３．審議事項
3-1 第 19 回神奈川放射線学術大会
3-2 令和 3 年度神奈川県診療放射線技術講習会
3-3 会費納入規程の見直し
3-4 令和 3 年度新春情報交換会
3-5 神奈川県との災害時医療救護活動の協定書
3-6 その他

2021-10 月理事会

その他報告事項

＊回答が必要な文書
１. 第 24 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】
２. 神奈川マンモグラフィ撮影技術講習会（技師）の中止について 【神奈川県医師会】 済

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

令和 3 年 9 月理事会の議事録確認について

1

・訂正箇所無く承認される。
議題

2

報告事項

2-1

会長報告
１．業務実態調査 回答よろしくお願いします。

2-2

業務執行状況報告
1． 総務委員会
江川理事より報告

P3～

・委員会開催しておりません。
紙面の通りになります。
現在、入会案内に関わるフローチャートを作成中です。
会費未納会員・永年会員対象者へ案内状を送付予定です。
10 月 14 日現在、会費未納会員は 18 名で、うち 2 年未納が 3 名、1 年未納が
15 名となっています。永年会員対象者は、3 名となっています。
引地理事より追加報告
・5 月に開催した第９回定時総会議事録への署名をお願いします。
2． 財務委員会
安藤理事より報告

P7～

・9月分の残高試算表Aです、現金・通帳は資料のとおりです。学術向上基金か
ら学術大会準備に充てております。残高試算表B入会者、会費納入状況も資料
のとおりです、納入状況は66.1％となっています。
賛助会員は１口７社が入金しています。
・PCA公益会計ソフトクラウド版、事務局にお願いして手続きを進めております。
・令和4年度予算について各員会から提出していただくよう、よろしくお願いし
ます。
3． 組織委員会
松尾理事より報告

P15～

・委員会は開催しておりません。メールにて情報交換・意見交換を行いました。
・現時点での学術大会実行委員としての出欠確認を行いました。
・日本診療放射線技師会の2021年診療放射線業務実態調査のご協力お願いにつ
いて、地区の施設の所属長宛への依頼願文章を作成しました。
・厚生労働省医政局長発出「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・
シフト/シェアの推進について」内容が近々の業務に関わることなのでメール
にて組織委員として情報共有しました。
・10月7日深夜に発生した地震について、メールにて各地区の状況報告依頼と共
有を行いました。

承認

4． 学術委員会
引地理事より報告

P17～

・学術委員会10月8日（金）に開催しております。理事会資料をご参照下さい。
・かながわ放射線だより“医療の中の放射線”掲載原稿について、11月号原稿
まだ提出しておりませんが、作成はできております。順次編集理事に提出し
ます。
・研究・発表・論文支援セミナーの第7回目の開催を現在日程調整中です。渡邉
理事と調整進めていきます。
・令和 3 年度神奈川県診療放射線技術講習会、10 月 24 日（日）第 1 回目を開催
します。登録者数約 380 名となっております。昨日招待メールを配信してお
ります。会場希望者は 20 名程度いらっしゃいます。パブリックビューイング
を予定しております。当日、総務委員と学術委員で協力して開催していきま
す。当初 6 名程度での担当を予定しておりましたが、今回初回ということも
あり 2 会場で行うので、理事および委員 12 名に担当いただきます。会議費と
して 12 名分を計上させていただきたく会議費申請の承認をお願いしたく思い
ます。

承認

・県内の研究会へのウェビナーの提供について、管理士部会の教育訓練は 11 月
7 日に開催予定をしております。また、乳房画像研究会も 10 月 26 日（火）に
田島委員を中心に事務所から開催を予定しています。追加で 12 月に神奈川ア
ンギオ撮影研究会をウェビナー提供で開催を予定しています。
富安理事より報告
・日曜日の神奈川県診療放射線技術講習会、お時間ある方ご参加いただいて、
意見などありましたらよろしくお願いします。
大内会長）県内研究会の開催補助について、治療研究会からも打診がありまし
たので協力させていただく方向で進みます。
田島副会長）診療放射線技師法改正に向けた告示研修、ファシリテータ養成講
習会南関東バージョンが 12 月 18 日・19 日に山梨にて開催されることが決定し
ました。現在学術委員を中心として参加します。その後、会員に向けて神奈川
県放射線技師会として開催できる時期が決まってくると思います。
引地理事）追加です。会場開催する際に web で実施するのでレンタルの Wi-fi
を富安理事に借りていただいておりますので、請求を改めて財務に提出させて
頂きます。
Web でのナイトセミナーの開催を検討しております。
5． 渉外委員会
吉田理事より報告

P31

・委員会はWebで随時行っています。
・乳がん自己触診の方法やチェックポイント動画の作成について、メンバーを
金岩理事と決めているところです。

6． 編集委員会
木本理事より報告

P33～

・委員会は開催しておりません。
・11月号発刊スケジュール調整を行っております。
・会誌295号の巻頭言は安部監事、コラムは松尾理事になります。発刊予定日は
11月29日（月）
、締め切りは本日10月22日（金）
、発行予定部数は1650部です。
・11月号には会員調査票の同封を予定しています。
・会誌295号の目次案をご確認ください。
津久井理事より報告
・新春情報交換会のお知らせ掲示に関しましてはどのようになりましたか。
大内会長）審議事項でお話する予定でしたが、新春情報交換会は中止にします。
皆様よろしいでしょうか。
津久井理事）目次から削除させていただきます。
大内会長）中止のお知らせは出しますか。
津久井理事）出したほうが良いと思います。
大内会長）では一任します。
7． 広報委員会
津久井理事より報告 P35
・ホームページの更新作業行っております。
（セミナー開催案内・求人案内・自然放射線量測定）
・アクセス数と掲載数はほぼ変わらず横ばいとなっております。
・安藤理事より、LINE 公式ページを作成し、登録された方に技師会ホームペー
ジの更新通知を出してはどうかとの提案がありました。
安藤理事より報告
・特に追加はありません。
大内会長）色々なことをどんどんやっていただきたいと思います。LINE 公式ペ
ージ等、委員会で色々検討していただき理事会にて報告してください。
8．厚生委員会
前原理事より報告

P37

・委員会開催はありません。
・施設調査は回収中です。今後集計していきます。
・会員調査票は事務局でプリントして山王印刷に支給しています。封筒は山王
印刷で準備して同封をお願いします。
津久井理事）山王印刷への封筒の連絡は厚生委員から取っていただけるのでし
ょうか。
前原理事）前回は事務所に残封筒があったので、それを入れていただいたので
すが、本日確認したところ1000枚未満しかないとのことでした。山王印刷への
連絡はまだ行っていないです。私から連絡入れてよろしいでしょうか。
津久井理事）見積もりを取っていない状況なので別途という形になると思いま

承認

す。
前原理事）手配が後手になりまして、封筒が間に合いませんでした。申し訳あ
りません。事務所にいつも返信用の封筒が準備されていたのですが、今回枚数
が足りなかったので、改めて封筒の手配をして同封していただきたいと思いま
す。予算から封筒の発注代が計上されます。申し訳ありません、ご承認いただ
ければと思います。

承認

9．災害対策委員会
吉田理事より報告

P39～

・メール会議を行っています。神奈川県の担当者と協議中の「災害時の医療救
護活動についての協定書」について、神奈川県放射線技師会としての活動内
容の検討や締結に向けた方向性を話し合いました。
・神奈川県と「災害時の医療救護活動について協定書」の締結に向けた会議を
神奈川県の担当者と行いました。内容は①活動内容には自然大規模災害時の
活動を盛り込むこと、②原子力災害時の具体的な活動内容を盛り込むこと、
③派遣に伴う費用等のこと、④災害の内容に応じた補償（死亡・傷害等）に
ついての確認を行いました。
・協議書の案については審議事項で詳しくお話します。
・自然放射線測定結果報告は資料の表のようになっています。
10. 放射線安全管理委員会
前原理事より報告

P40

・委員会の開催はありません。
・第 19 回神奈川放射線学術大会の講師の件、CT セッションは平井良明先生に決
まりました。
議題

3

審議事項
3-1

第19回神奈川放射線学術大会
実行副委員長の引地理事より説明

P19～

・松尾理事に修正していただきポスター最終版が完成しました。誤字・脱字が
あれば修正お願いします。
・講演 2 は聖マリアンナ医科大学病院の小川泰良先生にお願いすることになり
ました。
前原理事）タイトルは「神奈川の CT 線量を知る ～アンケート調査における逐
次近似再構成法と線量低減の関係～」となります。
・座長お二方の並び順について、訂正などありましたらご確認お願いします。
渡邉理事）座長の順番はそのままでよいと思います。
・講演 1 タイトルは「職業被ばく低減の具体例から学ぶ」に決定させていただ
きました。
・会場風景を録画してオンデマンドで配信する予定ですが、録画配信に関して
は業者にお願いして行うことで進めております。現在見積もりをとっており、

安いところで 10 万 4 千 500 円であり、こちらで現在進めております。
・横断幕・垂れ幕に関しては木本理事が現在見積もりを取っております。計 7
万円程度となっており、現在こちらで進めております。
・トータルの収支に関して現在 45 万円弱というところです。当初の予算である
50 万円以内で開催できる見通しとなっております。
大内会長）皆様からご意見ありますか。
津久井理事）会誌 11 月号に掲載するプログラムは会告ということでよろしいで
しょうか。会告とお知らせの掲載ページを用意しており、お知らせで会場案内
の原稿などは用意していただけるのでしょうか。
引地理事）伊藤副会長と相談して回答させていただきます。
大内会長）他ありますか。
田島副会長）伊藤副会長より、木本理事・学術の中村委員、それぞれ垂れ幕と
録画関係をやっていただいて、経費削減が図れたとの報告を受けております。
予算が 50 万ということでしたが、詳細を見ると値が張る印象もありましたが、
どうぞこちらで進めて頂きたく、皆様ご承認お願いします。
大内会長）承認といたします。
3-2

令和 3 年度神奈川県診療放射線技術講習会
引地理事より説明

P21～

・感染対策を含めた会場マニュアルを総務委員会と学術委員共同で作成し、資
料に掲載しております。マニュアルに則って 10 月 24 日会場および事務所で
配信を行っていきます。当日 6 名の講師がおり、4 名は事務所から、2 名は自
宅（または職場）からの配信を予定しております。
大内会長）皆様から何かありますか。
江川理事）パブリックビューイングですが、現在 20 名程度の登録となっていま
すが、当日登録者以外の方が来た場合、エントリーはさせますか。
引地理事）原則お断りを予定しております。
大内会長）問診表は取れますか。
江川理事）問診表は取れると思います。
引地理事）会場に参加される方は事前に記載した問診表を当日持参していただ
きます。申し込みの時点でそのような案内はしております。
江川理事）当日来られた方を無下に断ってよいものでしょうか。
大内会長）問診表をいくつか用意して、その場で取って頂く。無下にお断りす
るのはいかがなものかと。
田島副会長）キャパはどのくらいありますか。
引地理事）80 名くらいあるので、20 名全員来られてスタッフを含めても大丈夫
かと思われます。では問診表を用意して、様子を見ながら進めていきます。
田島副会長）無下にお断りするのはよろしくないと思います。
引地理事）柔軟に対応させていただきます。

承認

3-3

会費納入規程の見直し
大内会長より説明

P1

・年齢 50 歳から調査を行いました。本日初めて提出する資料ですので、皆様に
は後ほど、じっくりとご検討いただきたいと思います。JART に合わせるので
あれば 65 歳から減額、金額も半額から 1000 円ずつ上乗せしたものをそれぞ
れ出しております。来月皆様よりご意見いただきたいと考えていますので、
本日は継続ということでお願いします。

継続

大内会長）定款では、総会で内容の変更について協議ということになっていま
すが、会費の件は規程変更の内容です。規程ですが、理事会で内容を変更して
終わりというだけでなく、定款に関わるものなので、来年度の総会に影響して
くるものと思われます。総会で承認を得るのか、報告で良いのか分からないの
ですが、どうでしょうか。
山崎相談役）定款に関わって来るのは正会員の会費だけです。永年会員に関し
ては総会にかけず、そのまま規程変更でやっています。今回年齢で分けるので
あれば、会費納入規程

第１条に記載する必要がありますので、総会での承認

が必要となります。
大内会長）定款

第７条に基づき、会費納入規程

第１条で会費および入会金

の納入について必要な事項を定めている。その後、第２条で金額について記さ
れてしますので、先ずは総会で承認を得て、次の年から開始という考えでよろ
しいでしょうか。
山崎相談役）良いと思います。
30 年在籍の件ですが、52 歳で 10 万円払うと終身会員となります。
52 歳の方が、10 万円払うと会費を 12 年分ほど払うことになります。つまり 52
歳の方が 64 歳を超えて払うことになります。今回、減額案が何歳になるのか、
それによっては、終身会員という規程を無くしてしまった方が煩雑さはなくな
るのではないかと考えます。ご検討いただきたいと思います。
大内会長）来月の理事会にて決定し、承認を得たいと思いますので、皆様ご検
討いただき、メールにてご意見いただきたいと思います。
3-4

継続

令和 3 年度新春情報交換会
大内会長より説明
・令和 3 年度新春情報交換会は中止にします。

3-5

神奈川県との災害時医療救護活動の協定書
吉田理事より説明

P40～

・黒丸のところは神奈川県放射線技師会や診療放射線技師の派遣という文言や
具体的業務の内容が入ります。神奈川の担当者から目標として令和 3 年度以
内に締結したいということ、最終的には記者発表と黒岩知事と大内会長との
協定書の締結式を企画しております。令和 3 年度中に締結式まで持っていき
たいと考えております。
・今後頻繁に神奈川県の担当者の方と細かいやり取りをしますので、できまし

承認

たら災害対策委員に一任していただきたいと考えております。よろしくお願
い致します。
大内会長）随時理事会に報告しますが、吉田理事と私とでどんどん進めていき
たいと思っております。よろしいでしょうか。
3-6

承認

その他
大内会長
・その他ご意見あるでしょうか。
前原理事）先ほど封筒代の件ですが、封入費用と封筒代が別の値段で出ていま
して、返信用封筒単価 6.97 円、合計 11,400 円、調査封筒封入代単価 4 円、合
計 4,600 円という形で津久井理事にお見積もり取って頂いたので、それぞれを
一緒にしていただくことで事務局から用意するよりも一回で済ませられるかと
思ったのですが、津久井理事、これで大丈夫でしょうか。
津久井理事）封入費用というイメージしかなかったので、封筒代がそれに含ま
れているかどうか確認取れておりませんでした。
前原理事）PDF を送信させて頂いたのでそちらを確認いただきますよう、よろし
くお願いします。
津久井理事）問題ないと思います。

継続

松尾理事）選挙管理委員の大屋様から役員改選にあたり、選挙管理委員として
活動準備の承認をいただければ準備を進めていきますとの意見を頂いておりま
す。選挙管理委員長ですが、今のところ西湘地区の宗像様になるとの意見を頂
いております。
江川理事）現在、委員長は横浜北部地区の曽我部様ですが、宗像様に代わると
いうことでしょうか。
松尾理事）順番に回していくとのことですので、宗像様になります。
大内会長）他に無いでしょうか。無いようですので、これで議事を終了します。
以上
令和 3 年 11 月 19 日
会長 大内 幸敏 印
監事 安部 真

印

監事 佐藤 英俊 印

