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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 

ラグビーワールドカップ2019日本大会、日本チームの快進撃に心を踊らせています。 

10 月 13 日のスコットランド戦は本当に日本チームの強さを確信しました。4 戦全勝

でプール A を 1 位通過して初のベスト 8。決勝トーナメントでの活躍も祈っています。 

さて医療法施行規則の一部を改正する省令が平成 31 年 3 月 11 日に公布されました。

診療用放射線に係る安全管理体制に関する規程については、令和 2年 4月 1日から施行

されます。これにより X線装置又は医療法施行規則第 24条第 1号から第 8号の 2まで

の何れかに掲げるものを備えている病院又は診療所の管理者は、診療用放射線の利用に

係る安全な管理のための管理者を配置し、その医療放射線安全管理責任者は診療用放射

線の安全利用のための指針を策定しなければなりません。10月に入りようやく、厚生労

働省医政局課長通知として診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイド

ラインが示されました。また日本医学放射線学会からも参考資料が示されています。 

2008年の国連科学委員会の資料では、世界の医療被ばくの平均 0.6mSv／年に比べて

日本の医療被ばくは 3.87mSv／年と実に 6 倍強の数字が示されています。また国内の

CT 装置の導入台数は他国と比べて多く、より高い水準の放射線検査が受けられる環境

にあります。しかし放射線検査の件数及び被ばく線量は他国と比較して高いことが指摘

されており、今回の診療用放射線の安全利用が求められるに至ったと考えます。 

今回の改正は医療被ばくにおける「正当化」、「最適化」を見つめ直す良い機会です。

放射線のエキスパートである診療放射線技師のみなさんは、日頃より医療被ばく低減を

目指し、取り組み、努力しているでしょう。しかしながら現場では、正当化を担保して

いないオーダーにも対応せざるを得ない、納得のいかない経験もあるかと思います。こ

の法改正により研修が必要となります。ガイドラインで「正当化」の講師は医師又は歯

科医師が担当することと示されています。是非、「正当化」を理解している医師又は歯科

医師にのみ講師を務めて頂き、全てのオーダーが「正当化」を担保された検査になるこ

とを願っています。 

今回の法改正には、私たち診療放射線技師が積極的に携わるところが多々あります。

医療放射線安全管理責任者に診療放射線技師がなる事も可能です。研修の「最適化」に

関する講師を務めることも出来ます。線量管理、線量記録には主として関わることにな

るでしょう。また放射線診療検査の実施前説明や実施後の説明などにも関わることが出

来ます。施設における診療用放射線の安全利用のための指針作成に携わる方もいるでし

ょう。大変な仕事と臆する事なく、放射線の専門家である私たち診療放射線技師が各施

設でリーダーシップを発揮し、活躍されることを切に願っております。そしてお互いに

意見交換のできる横の繋がりを技師会としてサポートできるように努めていきます。 

  

TEL＆FAX 075-802-0082 E-mail：kyohogi @ mbox.kyoto-inet.or.jp 

ホームページアドレス http://www.kyohogi.jp/ 
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活  躍 

京放技事務所開所時間（月～金の午後 1時～5時） 

公益 
社団法人 京都府放射線技師会 
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会員各位 

令和元年 11月 1日 

公益社団法人 京都府放射線技師会選挙管理委員会 

委員長 中村 泰典 

 

公益社団法人 京都府放射線技師会役員選任規定第 2 章に基づき、令和 2・3 年度役

員候補者の届け出を下記の通り受け付けます。 

 

 

記 
 

1．役員の定数 会長 1名 副会長 1名 

 

 

2．役員候補者 (1) 有権者 20名以上の推薦する者 (2) 理事会の推薦する者 

 

 

3．必要書類内容 (1) 候補役名（会長もしくは副会長） (2) 氏名 (3) 生年月日 

 (4) 役職経歴 (5) その他の必要な事項 

 

その他の必要な事項の書類内容 

(イ) 候補者本人の抱負を 400字原稿用紙 1～2枚程度記したもの…各候補者共通 

(ロ)  推薦の場合は、本人の承諾書 

(ハ) 有権者 20名以上の推薦する候補者は、推薦者全員の氏名及び代表者の氏名 

(ニ) 理事会の推薦する候補者の場合は、議事録の謄本 

 

 

4．立候補・推薦候補者届締切日 

締め切り日時 令和元年 11月 16日(土曜日) 午後 5時までに届け出ること 

 

 

5．届出先 

公益社団法人 京都府放射線技師会選挙管理委員会 

〒604-8472 京都市中京区西ノ京北壺井町 88-1二条プラザ 1F 

以上 

 

 

  

 会告  

令和 2・3 年度役員選挙に関する告示 

（会長・副会長候補者の届け出の件） 
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管理士会 山根稔教 

令和元年度の管理士研修会として 9 月 1 日に線量計校正及びサーベイ実習の研修会

を開催しました。会場は京都医療科学大学の施設をお借りし、講師を京都医療科学大学

の赤澤先生にしていただきました。初めに線量計校正の概要とその必要性についての

講義が行われ内容を把握してもらい実習へと移っていきました。線量計の種類によっ

て班分けして順番に実習してもらいました。線量計校正の実習では、例年通り診断領域

のエネルギーでの校正で、校正場には国家標準と同じく高精度の線量計校正用 X 線装

置である TAITAN225S の装置を使用して行われました。実習の校正場は、99.99％の

Al フィルタを使用して 70kV と 120ｋＶの 2 つの条件に設定して行われました。皆さ

ん、ご自分の番が回ってきましたら真剣な顔つきになられ、もくもくと作業され距離や

数値を懸命に見ておられました。なお、校正した線量計については、公益社団法人 日

本放射線技術学会 診断領域線量計標準センターの証明書が郵送にて御施設へ届きま

す。今年度は、23名の参加者で 25台の線量計校正を行いました。 

また、この研修会では線量計校正実習の順番待ちの時間を利用して GM サーベイメ

ータの取り扱いと汚染検査時のサーベイの実習も行っています。汚染検査の実習では

災害時避難住民サーベイの方法を説明した後、実際のサーベイメータを用いて模擬線

源を隠し持った人をサーベイしても

らい汚染場所を探し出す汚染検査を

体験してもらいました。ぎこちない作

業や手馴れた作業状況等を垣間見ま

した。参加された皆様お疲れ様でし

た。管理士会では今後も京都医療科学

大学のご協力の下、線量計校正やサ－

ベイ実習を通年事業として行ってい

きたいと考えていますのでよろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

編集委員会 中島 智也 

先月号ニュースの「理事会で決定、報告された重要事項」で選挙管理委員の氏名に誤

記がありました。ここでお詫び申し上げ、訂正させていただきます。 

 

誤）委員に松本誠（松下記念病院）が任命された。 

正）委員に松元誠（松下記念病院）が任命された。 

  

令和元年度線量計校正及びサーベイ実習研修会報告 

選挙管理委員の誤記に関するお詫び 
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京都大学医学部附属病院の診療放射線技師が、やさしく丁寧に解説する臨床セミナ

ー。若手技師さんに向けて基礎的な内容で企画しておりますが、中堅の方々以上に

も、基礎から臨床、そして and moreな情報を提供することをお約束します。今回

は CT、MRIについて開催します。 

 

 

 

 

時間：各日とも、19:00～20:00 1時間 

 

会場：エーザイ(株)京都コミュニケーションオフィス 

京都市中京区烏丸通四条上る笋町 689-1 

 

 

申込み不要 
当日、会場に入れるだけの人数で対応します。70名程度 

多くの参加お待ちしています。 

 
＊京都府放射線技師会独自開催のため日本診療放射線技師会の実績カウントには反映しません 

 

お問い合わせ Tel 075－802－0082 

 http://www.kyohogi.jp/index.html 

 

主催：京都府放射線技師会 
  

10月 9日(水) 

京大病院における急性期脳 

梗塞の CT検査 

小澤 聡  京都大学医学部附属病院 

10月 23日(水) 

乳腺MRI 基礎から最近の 

知見まで 

佐川 肇   京都大学医学部附属病院 

11月 6日(水) 

症例から考える撮影条件 

松田 晃  京都大学医学部附属病院 

11月 20日(水) 

女性骨盤のMR検査  

長尾 泰輔 京都大学医学部附属病院 

京都府放射線技師会 

会員無料 
 

非会員 

500円 

済 済 

診療放射線技師による診療放射線技師のための 

臨床セミナー in 京都 
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 第 6回理事会報告  令和元年 9月 6日
議長に平林理事、書記に大西理事を選任し、午後 7時より議事開始 

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 7日 令和元年度第 1回近畿地域診療放射線技師会会長・副会

長会議、近畿教育委員会 (大放技事務所) 

・9月 12日 近畿管理士原子力発電所視察 (美浜原子力発電所) 

・9月 14～16日 第 35回日本診療放射線技師会学術大会 

  (埼玉県大宮ソニックシティ) 

・9月 17日 京都医療推進協議会代表者会議 (京都府医師会館) 

・9月 25日 被ばく医療シリーズ講演会 (京都大学医学部附属病院) 

・9月 28～29日 臨床検査技師会他職種連携講習会講師派遣 

  (京都保健衛生専門学校) 

・9月 29日 画像等手術支援認定講習会 (奈良県立医大附属病院) 

・ 南丹市総合防災訓練 (南丹市園部スポーツ広場) 

・ 第 41回久寿会例会 (美濃吉・烏丸四條店) 

・10月 5日 令和元年度第 6回理事会 (京放技会議室) 

（計画） 

・10月 12日 近畿学術大会実行委員会 (京都テルサ) 

・10月 13・14日 第 1、2回医療放射線安全管理責任者講習会 

(世界貿易センタービル 3階WTCコンファレンスセンター) 

・10月 22日 近畿地域診療放射線技師会野球大会(浜甲子園運動公園) 

・10月 27日 第 46回くらしと健康展 (京都府医師会館) 

・10月 30日 令和元年度中間監査 (京放技事務所) 

・11月 9日 令和元年度第 7回理事会 (京放技会議室) 

・11月 10日 令和元年度学遊会 (MKボウル上賀茂) 

・11月 15日 京都私立病院協会創立 55周年記念式典 

  (京都ホテルオークラ) 

・11月 23日 あすの京都地域創生フェスタ (京都府立植物園) 

・11月 30日 京都府原子力防災訓練 (京丹波町) 

・12月 7日 令和元年度第 8回理事会 (京放技会議室) 

・12月 20日 令和 2年度予算編成会議 (京放技事務所) 

令和 2年 

・1月 11日 令和元年度第 8回理事会 (京放技会議室) 

・1月 19日 令和元年度近畿地域診療放射線技師会囲碁大会 

  (大阪府会場調整中) 

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 615名（先月+11） 

（内訳）名誉会員 5名、正会員 586名、賛助会員 24社 

令和元年度新入会累計 63名（再入会 8名含む、転入会含まず） 

・9月 20・25・28日庶務委員会開催 (京放技事務所) 

・対外文書 54件、発刊文書 8件（9月 1～30日） 

・新卒入会 4名、新入会 7名を承認 

【財務】渡里理事 

・会費納入状況（令和元年 8月末日現在） 

令和元年度会費納入者 314名、平成 30年度会費未納者 6名 

・42.8万円（9月）の歳入 

・事業費 413,422円、管理費 318,125円の歳出（9月） 

・9月 2・3・24・26日財務委員会開催 (京放技事務所) 

【学術】後藤理事 

・9月 12日 近畿学術大会 公開講座打合せ中止 

・9月 20日 近畿学術大会 第 6回実行委員会開催 (京放技事務所) 

・臨床セミナー予定  (エーザイ京都支店) 

10月 9日 京大病院における急性期脳梗塞の CT検査 小澤 聡 

10月 23日 乳腺MRI 基礎から最近の知見まで 佐川 肇 

11月 6日 症例から考える撮影条件 松田 晃 

11月 20日 女性骨盤のMR検査 長尾 泰輔 

・10月 12日 近畿学術大会実行委員会開催予定 (京都テルサ) 

・11月 3・4日 業務拡大に伴う統一講習会開催予定 

  (京都医療センター) 

・1月 12・13日 業務拡大に伴う統一講習会開催予定 

  (京都第二赤十字病院) 

・2月 9日 近畿地域診療放射線技師会学術大会開催予定 

  (京都テルサ) 

・近畿学術大会の特別講演での質問募集を要望。一般演題について京

放技から 10演題を目標にするため各地区から最低 1演題を要望。

女性活躍推進班企画について京放技からのパネリストを募集。 

【編集】中島理事 

・9月 17日 10月号ニュース編集 (田辺中央病院) 

・9月 20日 近畿学術大会実行委員会出務 (京放技会議室) 

・9月 27日 10月号ニュース校了 

・10月 4日 編集委員会（年報広告願い封入）開催 (京放技事務所) 

・10月 14日 11月号ニュース編集予定 (田辺中央病院) 

・10月 27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 

・7月 11日「令和元年度公衆衛生推進事業補助金の交付決定」京都

府医療課からの通知 

・10月 26日 「第 46回くらしと健康展」設営・準備予定 

  (京都府医師会館) 

・10月 27日 「第 46回くらしと健康展」出務・撤収予定 

  (京都府医師会館) 

・11月中 「第 46回くらしと健康展」反省会開催予定 

・12月中 府民公開講座案内・広報活動予定 

【組織調査】蒲理事 

・9月上旬 情報委員会に、学遊会申込みフォーム作成依頼及び

ホームページ掲載依頼 

・9月 20日 近畿学術大会実行委員会出席 

・11月 10日 第 9回学遊会開催予定 (MKボウル上賀茂) 

【厚生】中川稔章理事 

・10月 22日 近畿地域診療放射線技師会野球大会開催予定 

 （大阪府担当） (浜甲子園運動公園) 

・11月 10日 学遊会開催予定 (MKボウル上賀茂) 

【情報】大西理事 

・9月 8日 学遊会の申し込みフォームの作成 

・9月 12日 学遊会の申し込みフォームの QRコードの発行 

・9月 23日 近畿地域診療放射線技師会学術大会の演題 

・9月 24日 申し込みフォームの作成 

・9月 25日 ホームページのトップページを更新 

・9月 30日 ホームページのトップページを更新 

・ 学遊会の申し込みの確認（1件） 

・ 演題申し込みの確認（0件） 

【管理士】山根理事 

・9月 29日 南丹市総合防災訓練展示ブース参加 (南丹市グランド) 

・10月 2日 第 2回京都府原子力総合防災訓練会議出務 (京丹波町) 

・11月 30日 京都府原子力防災訓練参加予定 

  (京丹波町丹波自然運動公園) 

【両丹学術】橋岡理事 

・11月 30日 両丹地区秋季研修会開催予定 (市立福知山市民病院) 

【受賞者選考委員会】河本会長 

・表彰対象者勤続 30年 16名、50年 2名に表彰のお知らせと申請用

履歴書を送付 

II．地区経過報告及び計画に関する件 

【北地区】河野理事 

・10月 1日 イベント案内メール配信 

【中地区】楡理事 

・9月 13日 会費滞納者へ納入のお願いを配信 

・ 日放技講習会、くらしと健康展お知らせを配信 

・9月 20日 近畿地域学術大会の要員要請と演題募集お知らせを配信 

・10～11月 地区委員会開催予定 

【東地区】中川政幸理事 

・9月 24日 近畿地域学術大会演題募集について配信 

【西地区】平井理事 

・9月 9日 会費未納者へ電話で納入依頼 

【南地区】三浦理事 

・9月 21日 近畿学術大会実行委員要請を地区委員へ行う 

【両丹地区】平林理事 

・各施設へ京放技からのお知らせをメール連絡 

・両丹地区秋季研修会の案内メール連絡 

・11月 30日 秋季研修会開催予定 (市立福知山市民病院) 

【西南部地区】松本理事 

・報告事項なし 

III．その他 

1）近畿会長副会長会議（河本会長） 

近畿地域診療放射線技師会会長副会長会議と教育委員会会議の説明

がなされた。 

2）次年度改選（河本会長） 

次期会長候補者として現会長の河本勲則氏、次期副会長候補者とし

て現副会長の久保田裕一氏を理事会推薦とすることが承認される。 

以上、各議案について採択し承認された。(文責：大西)  

コニカミノルタジャパン(株) 0570 - 011 - 203 



(6) 京放技ニュース 令和元年 11月 1日  

     

 

 

台風 19 号は東日本を中心に甚大な被害をもたらしました。関西においても避難指示

が発令された地区もあります。日放技と京放技ではそうした被災・被害に対して会費の

減免、免除を行っております。会員の皆様におかれましては、家屋の被災、人的被害が

ありましたら京放技事務所までご一報ください。また、これは今回限りではございませ

んので、今後ともご承知ください。 京都府放射線技師会会長 河本 勲則 
 

 
 

西京区の医院にてパートの募集があります。マンモ撮影経験者希望です。 

詳しくは京放技事務所までお問い合わせください。 

 

 
 

先日、奈良県立医科大学附属病院にて開催された「画像等手術支援認定講習会」を受

講してきました。東京以外で開催されたのが初めてとあり、私の知る大手施設の CT 担

当者も、多数、受講していました。そこで説明されていましたが、数百万円以上するナ

ビゲーションシステムがなくとも、術前に 3D 画像を作成し、それを基に手術を行えば

「K939画像等手術支援加算」が請求できるとのことでした。その点数は 1手術で 2,000

点なので、かなりの金額になります。恥ずかしながら私の勤める施設では請求していま

せんでしたが、すべての対象手術にこれを適応できれば、年間に百万円を超えるはずで

す。この保険請求を適応するにはそれなりの準備と条件が必要ですので、是非とも皆様

の施設で適応できるか調べてみる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】4 名 

【新入会】7名 

松本 紋佳 洛和会音羽病院（東 3）  他 6名 
【勤務先変更】 

岡田 裕樹 京都市立病院（中 5） ⇒ 退職（西 1） 

11月 3・4日(日月(祝)) 業務拡大に伴う統一講習会 京都医療センター 

1月 12・13日(日月(祝)) 業務拡大に伴う統一講習会 京都第二赤十字病院 

2月 9日(日) 令和元年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 京都テルサ 

11月 3・4日(日月(祝)) 業務拡大に伴う統一講習会 草津総合病院 

11月 23・24日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 兵庫医科大学病院 

11月 30日・12月 1日 業務拡大に伴う統一講習会 奈良県社会福祉総合センター 

同上 業務拡大に伴う統一講習会 森之宮病院 

12月 1日(日) 基礎技術講習「MRI検査」 滋賀県ピアザ淡海 

12月 21・22日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 兵庫県立加古川医療センター 

・令和 2・3 年度会長選挙候補者として現会長河本勲則、副会長選挙候補者として現副会

長久保田裕一を理事会推薦者とする。 

編集：(公社)京都府放射線技師会編集委員会 印刷：(有)修美社 

 求人のお知らせ 

編集後記 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 

被災での会費減免・免除制度があります 


