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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 年度神奈川県診療放射線技術講習会

10 月 24 日（日）

・令和 3 年 11 月拡大四役会（Web 会議）

11 月

・神奈川放射線学術大会実行委員会（Web 会議）

11 月 10 日（水）

・第 37 回日本診療放射線技師学術大会

11 月 12 日～14 日

・その他
・秋の叙勲・神奈川県公衆衛生表彰
・県会員の動向
2-2 業務執行状況報告
・各委員会報告
３

３．審議事項
3-1 令和 4 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

9 日（火）

2021-11 月理事会

その他報告事項

１. 健康チャレンジフェアかながわ 2021 の開催見合わせ書面表決の結果について
２. 原子力災害医療調整官の指定について
３. 令和 3 年度西湘放射線技師会秋季学術講演会のご案内

【西湘放射線技師会】

４. 公益社団法人神奈川県病院協会「2022 年新年賀詞交歓会」中止のご案内
５. 公益社団法人神奈川県看護協会令和 4 年「新春のつどい」中止のご案内
６. 公益社団法人横浜市病院協会「新年祝賀会」中止のご案内
７. ご挨拶

【（公社）神奈川県病院協会】
【（公社）神奈川県看護協会】

【（公社）横浜市病院協会】

【川崎市立川崎病院】

＊回答が必要な文書
１. 神奈川県公衆衛生協会理事への就任（継続）について 【神奈川県公衆衛生協会】 済
２. 第 67 回神奈川県公衆衛生学会への協賛広告の募集について 【神奈川県公衆衛生協会】 済
３. 本会との業務委託契約の締結について（お願い） 【（公社）日本診療放射線技師会】

議題番号

報告事項 ・ 審議事項

議題

令和 3 年 10 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

承認

１・令和 3 年度神奈川県診療放射線技術講習会

10 月 24 日（日）

２・令和 3 年 11 月拡大四役会（Web 会議）

11 月 9 日（火）

３・神奈川放射線学術大会実行委員会（Web 会議） 11 月 10 日（水）
４・第 37 回日本診療放射線技師学術大会

11 月 12 日～14 日

ハイブリットで開催しました。
５・その他
秋の叙勲・神奈川県公衆衛生協会長表彰
秋の叙勲：安部真 監事を推薦し、瑞宝単光章を受章されました。
神奈川県公衆衛生協会長表彰：濱田順爾 氏を推薦し、受賞されました。
県会員の動向
令和 3 年 10 月 31 日現在、1514 名、賛助会員 36 社
会費免除申請 2 名、購読料免除申請 2 名の承認をお願いします。
2-2

承認

業務執行状況報告
1． 総務委員会
江川理事より報告

P3～

・委員会は開催しておりません。
特に報告事項はありません。紙面のとおりになります。
江川理事）引地理事何か追加はありますか。
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～

・10月分の残高試算表Ａについて、記載のとおり特に大きな支出はございません。
残高試算表Ｂについて、正規入会10名、初年度入会3名でした。会費の納入率
は75％となっています。
公１で交通費、公２で神奈川県放射線技術講習会講師謝金が計上されていま
す。公３～他１は記載のとおりです。公３のマイナスは、神奈川県マンモグラ
フィ講習会が中止のための返金です。他２、他３、管理費は、記載のとおりで
す。
大内会長）本田様の訃報につきましては、会員に準ずる対応を取りましたことを
ご報告いたします。
3． 組織委員会
松尾理事より報告

P13～

承認

・委員会は令和3年11月5日（金）メール会議にて開催しています。
・10月の理事会報告をしました。
・第 19 回神奈川放射線学術大会については、近日中にプログラムを公開するこ
とを報告しました。
・地震発生と情報共有の方法について、意見交換を行いました。
地震時の情報共有について、LINE が便利であり、情報共有に活用している状
況です。
・組織委員会災害対策マップ 2021 については、記載のとおりです。
・次号のかながわ放射線だより
原稿締切 2021 年 12 月 15 日
担当 横浜東部地区 平塚地区
・各地区の活動報告については、各地区が積極的に、できる範囲でＷｅｂなどを
活用した活動を実施しています。
4． 学術委員会
引地理事より報告

P17～

・紙面のとおりとなります。
・令和 3 年度神奈川県診療放射線技術講習会
・第 1 回開催報告 10 月 24 日（日）に開催しています。開催報告書、資料等を
ご確認ください。会場参加者は記載のとおりです。
参加数：午前 Web：224 名 ／ 会場；1 名
午後 Web：189 名 ／ 会場；0 名
・開催方法は総務委員会と初めて共同で開催であり、会場開催（パブリックビュ
ーイング）と Web 配信の同時開催、会場と事務所からの配信でありましたが、
特にトラブルなく配信できました。
・第 2 回開催について 11 月 21 日（日）
事務所配信：学術委員 井嶋（AM 司会）・中村・加藤木・山岡 ／ 常木（PM
司会・Web）
会場（医療会館）
：総務担当 予定 3 名 ／ 担当理事：江川、引地、富安
登録者：442 名 11 月 18 日に招待メールを送信しました。
・県内研究会への Zoom ウェビナー提供および開催補助について
前回の理事会 10 月 22 日以降では
・管理士部会 11/7(日)／担当：宮内幹事／実施済み
・乳房画像研究会 開催日：10/26（火）／担当：田島委員／実施済み
トラブルなく開催しています。
今後の予定。
・神奈川アンギオ撮影研究会 開催日：12 月 11 日（土）／担当：宮内幹事
・乳房画像研究会 開催日：2/21（月）19:00〜／担当：田島委員
・実践セミナー開催について
委員会で検討の結果以下の２案について検討中です。
案１）乳房画像研究会・消化管撮影技術研究会コラボ企画

検診 Online Meeting（仮）

【資料３．
】

案２）キャリアアップに関する講演（有資格者による講演）
2 月の開催を予定して準備を進めています。
・検診 Online Meeting（仮） 【資料３．】について
マンモグラフィと胃 X 線造影検査は、二つのモダリティでの「撮影技術」につ
いて 2 名の講師に講義をしていただく。二つのモダリティを同一セミナーで扱
うことで、検診従事者に良質な情報を発信できると考える。また“コラボ”と
いうことで、共通の問題について議論していただく企画も計画しています。
開催日を 3 月 1 日 又は 3 月 9 日の開催を予定しています。年度末の開催なの
で、開催日程などについて財務のご意見をいただきたいです。
・キャリアアップに関する講演について
2 月開催を目標に準備を進めています。
引地理事）富安理事何か追加はありますか。
富安理事）特にありません。
大内会長）実践セミナーのコラボ企画について、財務からご意見ありますか。
安藤理事）特にありません。
5． 渉外委員会
金岩理事より報告

P25

・委員会はWebで随時行っています。
・紙面のとおりとなります。
・次年度のイベントの開催について、
小田原市子育て支援フェスティバルが令和4年5月29日（日）に開催されること
になりました。内容としては乳がん検診啓発と骨密度測定を行う予定です。
全体として参加団体を減らしての開催となりますが、神奈川放射線技師会は参
加可能となっています。参加に際しては、コロナ感染症対策を行うことを求め
られています。
金岩理事）吉田理事何か追加はありますか。
吉田理事）特にありません。
大内会長）来年はイベント開催が増えると思います。引き続き良い関係を保つよ
うにしてください。
6． 編集委員会
木本理事より報告

P27～

・295号の編集作業は、11月18日（木）校了。11月29日（月）発送予定です。
・会誌296号の巻頭言は佐藤監事、コラムは安藤理事になります。原稿締切は、
令和03年12月24日（金）発行予定部数は1650部です。
・審議事項に関して、296号の発行スケジュールについて、1月4日からの編集作
業となり、タイトな編集スケジュールとなるため、発刊予定日の変更をお願い
します。

変更前：令和04年01月24日（月）
変更後：令和04年01月31日（月）
木本理事）津久井理事何か追加はありますか。
津久井理事）横須賀共済の濱田順爾 氏の神奈川県公衆衛生協会長表彰の受賞の
紹介と合わせて、日本診療放射線技師会の江間賞についても紹介しますか。
大内会長）江間賞に関しては、吉田理事も以前受賞しています。今回の紹介は、
神奈川県公衆衛生協会長表彰の受賞のみにしたいと思います。
津久井理事）承知いたしました。
大内会長）発行スケジュールの変更について、ご意見ありますでしょうか。
大内会長）ご意見無いようですので、提案のスケジュールで発行お願いします。 承認
7． 広報委員会
津久井理事より報告 P29～
・委員会はメール会議で継続中です。
・紙面のとおりとなります。
・ホームページ更新作業について、まだ変更途中の部分があることを確認してい
ます。理事会議事録、総会議事録の更新も進めていきます。
・ホームページの新着情報の広報に LINE を活用する案について、委員会におい
ては概ね賛同を得ていますが、管理及びセキュリティーについて今後も検討
が必要です。
津久井理事）安藤理事、LINE を活用する案について説明お願いします。
安藤理事）テストで作成した LINE の画面をご覧ください。地図などの部分は企
業様などの仕様と同様の物となっています。トークの下方の「ホームページ」
「求人情報」
「勉強会セミナー」のボタンを押していただくと、KART のホーム
ページにアクセスすることができます。ホームページが更新されたときに更
新情報が表示されるように設定すると、プッシュ型で通知されますので、ア
クセス数が増えるのではないかと期待しています。
誰が入っているのかについての情報は、管理画面からでもわからないので、
セキュリティーまたはプライバシー上、何方が登録しているのかわからない
仕組みになっているようです。予約投稿が可能ですので、神奈川放射線学術
大会の 1 週間前に参加を促すなどの活用もできると思います。
津久井理事）委員会において継続して審議中です。運用開始時期、理事会の承認
につきましては、委員会で運用案などを固めてから改めてご提案したいと考
えていますので、今しばらくお待ちください。委員会としては、ホームペー
ジのアクセス数増加に寄与できるのでないかと考えています。
津久井理事）公益社団法人でこのような方法で LINE を活用することは可能でし
ょうか。
田島副会長）神奈川県では県からのお知らせなどに LINE を活用しています。私
も登録しています。大丈夫であると考えます。
津久井理事）わかりました。ありがとうございます。
大内会長）問題ないと考えます。新しいことなので積極的に検討してください。 継続

8．厚生委員会
前原理事より報告

P31～

・委員会は、令和3年11月15日(月)Web開催しています。
・紙面のとおりとなります。
2022年度の事業として、ゴルフ大会とウォーキング大会を企画、予算計上する
ことについて検討しました。
9．災害対策委員会
吉田理事より報告

P35

・メール会議を行っています。
・
「災害時の医療救護活動についての協定書」について話し合いを継続中です。
・神奈川県と締結予定の「災害時の医療救護活動についての協定書」について特
に大きな進展はありません。
・自然放射線測定結果報告は、表にお示しするとおりとなっています。
10. 放射線安全管理委員会
前原理事より報告

P37

・委員会の開催はありません。
・紙面のとおりとなります。
・今年度の活動予定として、一般撮影領域の調査結果の論文化と各施設への解析
結果送付については作業が遅れています。各施設への解析結果送付について
は、2022 年度にずれ込む可能性がありますので、2022 年度においても解析結
果送付の予算を計上することを検討しています。
・診断参考レベル改訂紹介原稿の総括原稿、作成中。
・論文支援セミナーの 2nd シーズンの最終回、開催時期を検討中。
前原理事）渡邉理事何か追加はありますか。
渡邊理事）特にありません。
議題

3

審議事項
3-1

令和4年度事業計画と予算案
大内会長より説明
・来年度に新しい事業を実施したい委員会は、今月中にメールでご連絡ください
来月の理事会に事業案を提出しますのでよろしくお願いします。
大内会長）安藤理事、予算案の進捗状況はいかがでしょうか。
安藤理事）渉外、総務、組織、厚生、放射線安全管理はご提出いただいています。
未提出の委員会の皆様、早めのご提出をお願いします。
大内会長）提出期限を決めて対応します。11 月末締切で提出をお願いします。

3-2

第 19 回神奈川放射線学術大会
引地理事より説明
・実行委員会を 2021 年 11 月 10 日（水）に開催しています。

・議事録をご確認ください。大会プログラム案を記載しています。
12:00 開場：受付開始
12:55 大会長挨拶（大内会長）
講演１

13:00 〜 14:00（1 時間）

講演２

14:00 〜 14:50（50 分）

講演３

15:00 〜 16:00（1 時間）

と進めてまいります。講演２ついては小川泰良先生にご講演いただき、司
会は渡邉理事又は前原理事にお願いする予定です。
・後援依頼については、JART のみとし、後援依頼を作成、日本診療放射線技
師会へ送付済みです。
・ポスター作成については、松尾理事にご担当いただき、ホームページに掲
載中。会誌 11 月号に掲載します。
・大会専用ホームページについて、安藤理事、印南幹事にご担当いただき大
会専用のホームページ作成を依頼中です。
・講師謝金について、KART 講師謝金内規（演者 3 名：各五千円）
座長 2 名（QUO カード 2,000 円）
小川泰良先生：二万円（交通費込み）
加藤京一先生：参万円（交通費込み）
・講演録画および配信について、中村委員・宮内幹事・安藤理事にご担当い
ただき、オンデマンドで配信を予定しています。録画制作会社について
は、ニュータイププロジェクト社に 71,500 円で依頼しています。また、
バックアップと録画録音技術の習得を目的として、横浜ソーワクリニッ
クの石井忠宏さんに録画をお願いしています。
・会場垂れ幕作成について、木本理事にご担当いただき、山王印刷に依頼し
ています。
・次回実行委員会は 12 月上旬を予定しています。
大内会長）皆様から何かご意見等ありますか。
松尾理事）ホームページに掲載されている 11 月 4 日付の会員へのお知らせ、学
術大会のご案内について、ポスターのファイル名が「ポスター案最終」となっ
ていますので修正をお願いします。
大内会長）石井忠弘さんへの謝金又は作業代金については検討していますか。
引地理事）現在は金額を決めていません。予算内で手当できるよう実行委員長を
交え検討します。
3-3

会費納入規程の見直し
大内会長より説明
・会費減額案について検討をお願いします。
会費の減額を行う年齢について検討してください。60 歳から半額にするか、
60 歳を超えて、65 歳から半額にするかによって、技師会に納められる会費の
総減額合計が変化します。
（60 歳の場合：648,000 円減額、65 歳の場合：344,000
円減額）また、最速で 22 歳の時に入会した会員が 52 歳以降に 67 歳までに払

い込む会費については以下のようになります。
・30 年在籍し 52 歳で 100,000 円納付した場合： 総額 100,000 円
・45 年在籍し 60 歳で半額に減額した場合：

総額 92,000 円

・45 年在籍し 65 歳で半額にした場合：

総額 112,000 円

60 歳から半額とした場合、30 年在籍時に 10 万円納める規定を廃止する。65
歳から半額の場合は、30 年在籍時に 10 万円納めると総支払額が減ることに気
が付いた人は、10 万円を納めていただき、総支払額を少なくする選択が可能
です。
大内会長）会費減額開始年齢について、皆様のご意見をお願いします。
技師会の運営としては、648,000 円の減額か、344,000 円の減額かを選択する
ことになります。来年度の総会まで、総会資料の作成前までに決定する必要が
あります。
松尾理事）会員全体にわかりやすく理解していただくために、60 歳で減額してい
ただくほうが良いと思います。技師会の財務的には厳しいと思いますがご検討
お願いします。
大内会長）他にご意見ありますか。
田島副会長）60 歳はこれからの定年制を考えると、まだまだ現役の方も多いと思
いますので、半額にするならば 65 歳以上が良いと思います。ただし、今まで
の経緯としては、30 年在籍で 10 万円一括納付、45 年在籍で免除ですので。そ
の間を埋める会費減額案として、40 年在籍を入れてはどうでしょうか。40 年
在籍乃至 65 歳以上を半額とする提案です。最速で 62 歳で半額になります。右
の表で 62 歳半額になる場合、納付総額は 10 万円になりますので、30 年在籍
10 万円納付者の支払額と同じになります。前払いするか後払いするかの選択
になると思います。22 歳入会の場合は 67 歳から会費免除となりますが、22
歳を超えて入会する方も多いと思いますのでそれを含めて、65 歳からは半額
とする案が良いと思います。財政的にも良いと思います。
大内会長）山﨑相談役ご意見ありますか
山﨑相談役）65 歳半額の意見に賛成です。日放技は 65 歳ですのでそれに合わせ
たほうが会員にわかりやすいと思います。60 歳半額場合は 52 歳で 10 万円納
付いただいた方のほうが 8,000 円多く支払うことになりますので、日放技の減
額年齢と合わせたほうが会員に浸透しやすいと思います。
大内会長）40 年在籍で半額とする提案がありましたので、再度検討したいと思い
ます。
大内会長）提案も含めて慎重に審議したいと思います。継続審議とさせていただ
きます。
3-4

継続

その他
大内会長より説明
・年賀状に関する事柄について
来年の年賀状に関しては、今年と同様に進めていきます。
よろしいでしょうか。

承認

・事務局の PC について
迷惑メールが何百件と届く事態となっています。対応お願いします。
大内会長）他にご意見ありますでしょうか。
山﨑相談役）安部監事、叙勲おめでとうござい。元神奈川県立がんセンターの赤
間満博さんが叙勲されています。
大内会長）赤間さんに関しては技師会推薦ではなかったので会誌の紹介は行わな
いことといたします。
・安部監事の叙勲について
大内会長）安部監事ご挨拶お願いします。
安部監事）神奈川県放射線技師会の推薦で叙勲を受けました。皆様のおかげであ
るとありがたく思っております。今後ともひとつよろしくお願いいたします。
コロナ感染症も落ち着いてきました。本日は皆様にお会いできると楽しみにし
ていましたが、事務所の参加者が少なくて少し残念でありました。眼を合わせ
てお話しすることもあると思いますので、勤務先からの制約が無ければ、事務
所にご参集いただくこともご検討いただきたくお願いします。
大内会長）安部監事おめでとうございます。ご意見ありがとうございます。今後
は、対面を許される委員会についても、事務所に集まり、顔を合わせて委員会
を開催していただければと思います。任期も半年を残すところとなっています
ので、対面での委員会の開催をご検討ください。
・神奈川県放射線友の会の冊子について
大内会長）後援のみのため、副読本のはじめの文章、終わりの企画・執筆・協力
者の技師会執行部の氏名、企画の技師会名、これらの掲載は無しとしてくださ
い。としていましたが、大内、佐藤、濱田の 3 名の名前が残った冊子が送付さ
れてきました。記載内容に誤りもあり、対応に苦慮しています。技師会として
皆様のご意見をお願いします。
大内会長)特にご意見が無いようですので、氏名の記載のある 3 名で対応策を検
討し、意見をまとめて報告します。
・次回 12 月の理事会開催について
大内会長）12 月 24 日（金）開催の理事会は、横浜市技能文化会館 801 号室にて
開催します。参加できる方はご参集ください。
大内会長）他に無いようですので、これで議事を終了します。

継続

以上
令和 3 年 12 月 24 日
会長 大内 幸敏 印
監事 安部 真

印

監事 佐藤 英俊 印

