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公益社団法人京都府放射線技師会副会長 久保田 裕一 

平成 30年 10月 27日。この日、公益社団法人京都府放射線技師会は京都ブライトン

ホテルにおいて創立 70周年記念式典・記念講演・祝賀会を執り行います。この 11月号

ニュースは式典を挙行した後の発刊となりますが、この巻頭言は式典より前に執筆して

おりますことをご了承ください。 

昭和 23 年に日本放射線技師会京滋支部として設立されたのが本会の始まりです。昭

和 25年に「京都府放射線技師会」となり、幾度かの名称変更を経て平成 24年より現在

の公益社団法人京都府放射線技師会へと移行しました。創立 70 周年を心から祝福する

気持ちと記念事業を主催する側としての重圧、その両方を強く感じています。この創立

70周年記念事業開催にむけて皿谷実行委員長を始め、多くのスタッフが準備に取り組ん

でいます。この場を借りて御礼申し上げます。また式典にて受賞された会員の皆様、誠

におめでとうございます。 

X線が発見されて 100年あまりの間に放射線診療技術は目覚ましく発展し、医療にお

ける放射線は高度な診断及び治療が可能となっています。私たち診療放射線技師は放射

線の専門家として診療技術の発展と共に歩んできました。 

創立 70 周年を迎えた本会は設立以来の長い歴史があります。この歴史ある本会の副

会長職を引き受けた以上、その伝統を守らないといけないと思って取り組んできました。

しかしながら私が守ろうと思っていた「伝統」とは「伝承」を意味していたようです。

伝承とは古くからのものをそのまま伝えること。伝統は古き良きものを受け継ぎながら

新しい手法も取り入れて挑戦していくことです。 

公益社団法人京都府放射線技師会は放射線診療技術の急速な発展とともに「伝承」で

はなく「伝統」ある会として歩むことを願っています。また微力ながらお手伝い出来る

立場に感謝しています。 

“創立 70周年おめでとうございます”心よりお祝い申し上げます。 

 

 

 

公益社団法人 京都府放射線技師会会長 河本 勲則 

人命救助に多大な貢献をしたとして、9月 11日大阪市

北消防署にて吉田久仁彦会員（聖ヨゼフ医療福祉セン

ター）に感謝状が授与されました。 

この表彰は、平成 30年 8月 13日に大阪中之島で行わ

れていたシルク・ドゥ・ソレイユの公演会場にて意識

消失した人に対し、迅速で的確な救命措置を行ったと

して讃えられ贈られました。診療放射線技師の模範と

なる人命救助の対応への敬意と今後のさらなるご活躍

を期待いたします。  
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人名救助で京放技会員が表彰されました 
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管理士会 山根 稔教 

この原子力防災訓練は、原子力災害の対応体制等の検証を目的として原子力災害対策

特別措置法に基づき原子力緊急事態を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等が

合同で実施する訓練です。今年度は関西電力大飯発電所及び高浜発電所を対象として 8

月 25日、8月 26日に開催されました。実施主催は防衛省、内閣官房、内閣府、原子力

規制委員会、福井県、京都府、滋賀県、関係市町となっており国、府県、市町が関わる

大規模な原子力防災訓練でした。 

想定では大飯発電所 3 号機において、京都府北部を震源とした地震による外部電源喪

失後、原子炉冷却材の漏洩が発生し、さらに、設備故障等により非常用炉心冷却装置に

よる原子炉への全ての注水が不能となり全面緊急事態となる。他方、高浜発電所 4号機

においては地震による影響は認められなかったが、送電線事故による外部電源喪失後、

蒸気発生器への給水が不能となり、また、設備故障等により非常用炉心冷却装置による

原子炉への注水が直ちにできなくなり全面緊急事態となるものであり、参加人数・参加

機関は、京都府、関係市町含めて約 40機関、約 9,800 人（うち住民 9,000 人、屋内退避

参加者含む）でありました。 

原子力防災訓練の内容は、①関係機関における初動

対応訓練・情報伝達訓練、②広域避難訓練、③要支援

者訓練、④複合災害の発生を想定した訓練、⑤屋内退

避訓練、⑥発電所事故制圧訓練（オンサイト対応）、⑦

緊急時モニタリング訓練等と別れて行われました。京

都府放射線技師会は広域避難訓練の中の避難退域時

検査・除染訓練に参加しました。避難退域時検査場所

（福知山市三段池公園）において、住民へのスクリ－

ニング等の措置を実施し、関係団体及び除染員の技術

の習得・向上、関係機関相互の連携体制の構築及び該

当活動に対する住民の理解を促進するという目的で行

われ避難住民の汚染検査と簡易除染を関西電力、京都府、兵庫県放射線技師会の方々と

協力、連携を取り訓練業務を遂行してきました。 

今回の訓練では事前の打ち合わせ会議が 1回しかなく、準備に関して不安が多くあり

ましたが、大した混乱も無く比較的スムーズに流れました。当技師会からは 10 名の参

加者があり、手馴れた方から初心者に近い方とおられ皆さん熱心に活動していただきま

した。またこの訓練に兵庫県放射線技師会の方も

参加され府県の技師会でも連携された訓練が経験

できました。参加された皆様ご協力ありがとうご

ざいました。当技師会がこの訓練に参加し府民の

皆様のために活動できたこと、診療放射線技師と

して避難退域時検査・除染訓練に関わり行政機関

にも認識され依頼を受けたことなどは、公益法人

としての公益性を果たし、京都府放射線技師会と

して意義ある活動であったと思います。今後とも

京都府放射線技師会は原子力防災訓練に積極的に

参加し有事に備えていければと思います。 

  

平成 30年度原子力防災訓練に参加して 

マスメディアの前で住民 

サーベイを行う京放技会員 

訓練参加の京放技会員 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 
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ケアストリームヘルス株式会社 06 - 6534 - 7090 

 第 6回理事会報告  平成 30年 10月 6日
議長に松本理事、書記に中川政理事を選任し午後 4時半より議事開始 
I．経過報告及び計画に関する件 
1）経過報告および計画 河本会長 
（経過報告） 
・9月 8日  平成 30年度第 1回近畿診療放射線技師会会長会議・

教育委員会会議 (大放技事務所) 
・9月 14日 創立 70周年記念式典実行委員会 (京放技事務所) 
・9月 21～23日 第 34回日本診療放射線技師学術大会 
  (海峡メッセ下関・下関市生涯学習プラザ) 
・9月 29日 創立 70周年記念式典実行委員会会場視察 
  (京都ブライトンホテル) 
・10月 6日 平成 30年度第 6回理事会 (京放技会議室) 
（計画） 
・10月 12日 平成 30年度京放技中間監査 (京放技事務所) 
・10月 13日 創立 70周年記念式典実行委員会 (京放技事務所) 
・10月 14日 近畿診療放射線技師会野球大会 (浜甲子園運動公園) 
・10月 20日 創立 70周年記念式典実行委員会 (京放技事務所) 
・10月 27日 京放技創立 70周年記念式典 (京都ブライトンホテル) 
・10月 28日 第 45回くらしと健康展 (京都府医師会館) 
・11月 4日 大阪府診療放射線技師会創立 70周年記念式典 
  (グランヴィア大阪) 
・11月 9日 創立 70周年記念冊子校正会議予定 (京放技事務所) 
・11月 10日 平成 30年度第 7回理事会 (京放技会議室) 
・11月 13日 京都府医療推進協議会会議 (京都府医師会館) 
・11月 16日 京都私立病院協会創立 54周年記念式典 
   (ウェスティン都ホテル京都) 
・11月 17日 医療基礎コース「看護学」(京都府立医科大学看護学舎) 
・11月 18日 兵庫県放射線技師会創立 70周年記念式典 
  (ANAクラウンプラザ神戸) 
・11月 23日 京都府民フェスタ (京都府立植物園) 
・11月 24・25日 日本放射線技術学会近畿支部学術大会 
  (奈良県春日野国際フォーラム) 
・12月 8日 平成 30年度第 8回理事会 (京放技会議室) 
平成 31年 
・1月 12日 平成 30年度第 9回理事会 (京放技会議室) 
・1月 13・14日 業務拡大に伴う統一講習会 
  (京都第二赤十字病院大会議室) 
・1月 20日 第 30回近畿診療放射線技師会囲碁大会 
  (かんぽの宿奈良) 
・2月 3日 平成 30年度京放技学術大会・府民公開講座 
  (京都ホテルオークラ調整中) 
・2月 9日 平成 30年度第 10回理事会 (京放技会議室) 
・2月 16日 平成 30年度第 2回近畿地域診療放射線技師会会長会議 
・2月 17日 平成 30年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 
  (大阪市立大学医学部) 
2）各委員会報告及び計画 
【庶務】皿谷理事 
・会員数 9月 30日現在 561名（先月+6） 
（内訳）名誉会員 4名、正会員 532名、賛助会員 25名（社） 
※平成 30年度新入会累計 31名（再入会 2名含む） 

・9月 14・20・26・29日 委員会開催 (京放技事務所) 
・対外文書 76件、発刊文書 8件（9月 1～30日） 
・新卒入会 5名、新入会 1名を承認 
【財務】渡里理事 
・会費納入状況（平成 30年 8月末日現在） 

平成 30年度会費納入者 346名（66%） 
平成 29年度会費未納者 22名（4%） 

・会費 26万円、賛助会費 2.5万円、広告費 12万円の歳入（9月） 
・事業費 314,053円、管理費 269,346円の歳出（9月） 
・9月 6・28日 委員会開催 (京放技事務所) 
【学術】後藤理事 
・10月 27日 京放技創立 70周年記念式典について 
  (京都ブライトンホテル) 
・11月 学術委員会予定 
・11月 17日 医療基礎コース看護学開催予定 (京都府立医大) 
・2月 3日 第 574回研修会府民公開講座（学術大会）開催予定 
・2月 3日の学術大会へ各地区より 1名ずつの演題者を要請 
・2月 11日の近畿地域学術大会にて京放技より 1演題を要請 
【編集】中島理事（欠席） 
・9月 18日 編集委員会開催 (田辺中央病院) 
・9月 27日 10月号ニュース校了 
・10月 13・20日 記念式典実行委員会参加予定 (京放技事務所) 
・10月 22日 11月号ニュース編集予定 (田辺中央病院) 
・10月 22～25日 原子力災害時の医療に関わる研修講師養成講座

受講予定 (東京港区原子力安全研究協会) 
・10月 27日 記念式典出務予定 (京都ブライトンホテル) 
・10月 28日 くらしと健康展出務予定 (京都府医師会館) 
【広報・渉外】新井理事 
・10月 27日 第 45回くらしと健康展設営予定 (京都府医師会館) 
・10月 28日 第 45回くらしと健康展出務予定 (京都府医師会館) 
・11月 21日 第 45回くらしと健康展反省会予定 (京都府医師会館) 
・12月中 府民公開講座の案内予定 
【組織調査】蒲理事 
・9月 18・19日 ロゴマーク最終調整作業 
・9月 27日 厚生・組織調査合同委員会 
・9月 29日 70周年記念式典実行委員会 (京都ブライトンホテル) 
・今年度の学遊会について審議される。宇治市総合野外活動センタ
ー「アクトパル宇治」にて、セミナーとバーベキューを行い宿泊
する。参加予定人数 30名で予算 214,840円。承認される。 

【厚生】中川稔章理事 

・9月 27日 組織調査・厚生合同委員会開催 (京放技事務所) 
・9月 29日 創立 70周年記念式典 会場打ち合わせ参加 
  (京都ブライトンホテル) 
・10月 14日 近畿地域診療放射線技師会野球大会 
  (西宮市浜甲子園運動公園) 
平成 31年 
・1月 20日 近畿地域診療放射線技師会囲碁大会 (かんぽの宿奈良) 
・2月 3日 新春の集い開催予定 
【情報】大西理事 
・9月 13日 ホームページのトップページを更新 
・9月 14日 パスワード付き提供資料の申し込み確認 
・9月 29日 ホームページのトップページを更新 
・10月 4日 ホームページのトップページを更新 
【管理士】山根理事 
・9月 23日 第 34回学術大会にて原子力災害についての報告 
・10月４日 原子力防災訓練会議 (京丹波町和知) 
・10月 13・14日 原子力災害時の医療に関る研修講師育成講座講師

 (東京都) 
・10月 27日 70周年記念式典スタッフ参加 
・10月 28日 暮らしと健康展スタッフ参加 
【両丹学術】橋岡理事 
・9月 14日 基礎講習広報 
・9月 29日 記念式典実行委員会で会場視察 
  (京都ブライトンホテル) 
・10月 1日 Dr.坪倉記念講演確認 
・ 両丹地区委員 記念式典出席確認 
・10月 6日 理事会参加 
・10月 13・20日 記念式典実行委員会参加予定 (京放技事務所) 
・10月 27日 記念式典・講演会・祝賀会参加予定 
【受賞者選考委員会】河本会長 
・平成 30年度日放技勤続表彰申請準備 
・30年勤続表彰者 13名の選出、50年推薦者なし 
・勤続表彰お知らせと履歴書をニュースに同封、11月 10日頃日放
技に申請手続きを行う予定 

II．地区経過報告及び計画に関する件 
【北地区】河野理事 
・9月 12日 訃報連絡メール配信 
・9月 17日 基礎講習会（MRI）メール配信 
・9月 18日 北地区委員会開催 
・9月 25日 訃報連絡メール配信 
・年内 北地区委員会開催予定 (場所未定) 
・10月に 70周年記念式典参加予定 
【中地区】楡理事 
・9月 10日 訃報配信 
・9月 14日 基礎講習「MRI」について配信 
・ 京放技創立 70周年記念式典実行委員会出席 
・9月 21～23日 第 34回日本診療放射線技師学術大会参加 
・9月 25日 訃報配信する 
・9月 28～29日 診療放射線技師実習施設指導者等養成講習会参加 
・9月 29日 記念式典実行委員会出席 
・9月 30日 記念式典について配信 
・ 記念式典の要員のお願いを地区委員に配信 
・10月 4日 庶務委員会参加 
・10月 27日 京放技創立 70周年記念式典 参加予定 
【東地区】中川政幸理事 
・10月 2日 創立 70周年記念式典についてメール配信 
【西地区】平井理事 
・9月 11日 地区網連絡メールにて「訃報連絡」 
・9月 13日 第 5回理事会議事録作成 
・9月 14日 地区網連絡メールにて基礎講習「MRI検査」のお知ら

せ 
・9月 24日 地区網連絡メールにて「訃報連絡」 
・9月 27日 地区委員にメールにて「70周年記念式典」出席確認 
【南地区】三浦理事 
・9月 10日 訃報連絡を連絡網で配信 
・9月 24日 訃報連絡を連絡網で配信 
・10月 12日に南地区委員会を開催 
【両丹地区】平林理事（欠席） 
・9月 10日 訃報連絡をメールにて送信 
・9月 17日 MRI基礎講習会案内をメールにて送信 
・9月 23日 訃報連絡をメールにて送信 
・秋季研修会を北京都MRI勉強会と合同で開催予定 
・次回は 11月 22日午後 7時より綾部市民病院にて開催予定 
【西南部地区】松本理事（欠席） 
・9月 10日 訃報連絡をメール送信 
・9月 24日 訃報連絡をメール送信 
III．その他 
1) 第 1回近畿会長会議報告（久保田・原口副会長） 

9月 8日に大阪府診療放射線技師会事務所にて行われた教育委員会
会議と近畿会長会議の報告がなされた。 

2）70周年記念式典準備状況（皿谷委員長） 
10 月 27 日に開催される記念式典の準備状況が皿谷委員長より報
告された。 

3）その他（河本会長） 
来年度からゆうメール便が値上がりする。中央郵便局への持ち込み
による普通郵便の方が安くなるので、今後は郵便物の搬送係も考え
ておなかいといけない。 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責：中川政幸)

  



(4) 京放技ニュース  平成 30年 10月 1日  

             

 

 

P-MET という団体をご存知だろうか。設立には日本診療放射線技師会が中心になっ

ていたようだが、活動は多岐に渡るが、そのひとつに診療放射線技師とリハビリ系職種

に対して研修・講習会を実施している。そこで行われている講習会のひとつ「診療放射

線技師実習施設指導者等養成講習会」に参加した。3 日間に渡る講習会で、年に 2 回、

西日本では神戸、東日本では東京で開催している。参加者の施設を見てみると、南は沖

縄、北は北海道から来られている方もいた。私の勤めている施設は実習生を受け入れて

いるわけではなかったが、新人の教育に通ずるであろうと考えて受講した。その中で鈴

鹿医療科学大学の教員が講師であった講義では、最近の時代の学生の扱いを学んだ。さ

らに、学生と実習先の調整に大学の先生が苦労しながら係わっているのがよく分かった。

私が実習の時も同様であったのだろうか。実習先でいろいろと問題を起こしていたあの

頃は、さぞかし指導教員の先生に御迷惑をおかけしたのだろうと理解できた講習会であ

った。主任になる年代には受講すべきと思いますので、皆様も申し込んでみてはいかが

でしょうか。毎回、すぐに定員に達してしまうようですので、次回の申し込みをチェッ

クしておくことをお勧めします。 編集委員会 中島 智也 

 

 

理事会で決定、報告された重要事項 

 

 

 

 

11月以降の京放技活動 

 

 

 

 

11月以降の京都府以外での近隣講習会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 異 動 
【新卒入会】5名 
緒方 嵐 京都桂病院（西 2） 
松永 英美花 洛和会音羽病院（東 3） 他 3名 

【新入会】1 名 
【訃報】 田中 清次（両丹 2）御尊父  9月 8日 御逝去 
 大門 律雄（両丹 3）御尊父 9月 23日 御逝去 ご冥福をお祈りします。合掌。 

11月 17日(土) 医療基礎コース「看護学」 京都府立医科大学看護学舎 

平成 31年 

1月 13・14日(日月) 業務拡大に伴う統一講習会（予定）京都第二赤十字病院 

11月 3・4日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 草津総合病院 

11月 11日(日) 読影セミナー りんくう総合医療センター 

11月 18日(日) 基礎技術講習「MRI検査」 奈良県立医科大学厳橿会館 

 骨関節撮影分科会セミナー 大阪市立大学医学部附属病院 

11月 24・25日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 大阪市森ノ宮病院 

12月 8・9日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 姫路聖マリア病院 

  奈良県立医科大学厳橿会館 

 編集後記 

・年度末開催予定の学遊会は宇治市総合野外活動センター「アクトパル宇治」にてセミ

ナーとバーベキューを行い、自家用車で参加しても飲酒できるように宿泊にする。 

編集：(公社)京都府放射線技師会編集委員会 印刷：(有)修美社 

コニカミノルタジャパン(株) 0570 - 011 - 203 


