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公益社団法人 京都府放射線技師会副会長 原口 隆志 

元号が令和となり、さらに 5月 11日に通常総会が開催され、何とか無事に終えることが

出来ました。今回の改元につきましては退位によるものとなり、平成に変わった時とは違い

新たな年（時代）を迎えるお祝いムードであったように思われます。 

技師会におきましても、改めて今年度の事業を展開していくにあたり、会員の皆様のご理

解、ご協力、ご参加を切に願っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

さて、今年度におきましては、何度も申しますが「業務拡大に伴う統一講習会」の地方開

催の最終年であります。京都府の会員におかれましては受講を済まされている方も多数おら

れるかと思われますが、全診療放射線技師を対象としておりますので、是非とも受講してい

ただきますよう願っております。 

改めて、講習についての説明を致しますと、「地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための法律の整備に関する法律案」（医療・介護制度改正の一括法案）（平成 26

年 6月 18日に成立、6月 25日に公布）により、この一括法案の中で、診療放射線技師法の

業務範囲および業務の実施体制の見直しがあり、今回の診療放射線技師法の改正には，診療

放射線技師が実施する検査に伴う 3 つの項目、①CT、MRI 検査時の造影剤の血管内投与、

投与後の抜針及び止血行為。②下部消化管検査時などの肛門からのカテーテル挿入などにつ

いて。③画像誘導放射線治療（IGRT）時の肛門へのカテーテル挿入及び空気の吸引。が検

査関連行為診療の補助として業務範囲に追加されました。また診療放射線技師が、病院又は

診療所以外の場所において、健康診断として胸部エックス線撮影のみを行う場合に限り、医

師又は歯科医師の立会いを求めないことや、核医学診断装置についてはこれまで法的に診療

放射線技師の業務として明確になっていなかったが、技師法第 24条第 2項の業務等に追加

されました。 

これらに対し、既卒の診療放射線技師は厚生労働省「診療放射線技師教育内容検討会」で

審議された講習カリキュラムに基づき「法律・倫理に関する知識」「造影剤の血管内投与、

静脈路の抜針・止血に必要な知識・技能・態度」「下部消化管検査に関する業務に必要な知

識・技能・態度」「画像誘導放射線治療（IGRT）に関する業務に必要な知識・技能・態度」

「試験」を実施する必要があり、①②③の業務を行うための絶対条件として、医療の安全を

担保することが求められているとのことであります。すなわち、受講をしていない診療放射

線技師は①②③の医療の安全を担保する教育を受けていないにもかかわらず、日常業務を行

っていることになります。 

さらに、厚労省で「診療放射線技師学校養成所カリキュラム等改善検討会」の審議が行わ

れており、画像診断学（仮）の追加、参加型の臨床実習の追加により、現行の 95 単位から

102単位へ移行する予定としており、この講習会の受講修了者からさらに新たな講習会へと

ステップアップしていくことになりそうです。 

京都府では、5 月・7 月・1 月に統一講習会の開催を予定しています、また京都府だけで

なく近畿地域やそれ以外でも多くの開催が予定されていますので、まだ受講を済まされてい

ない方は必ず受講をお願いいたします。 

今後も、診療放射線技師が未来あるものにしていくために地道に会務を行ってまいりた

いと思っております。会員の皆様のご協力・ご参加を願っていますので宜しくお願いいたし

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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改めて、そしてさらに 

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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公益社団法人 京都府放射線技師会 

例年開催しています全地区委員会及び研修会、フレッシュ診療放射線技師の集いを下

記の通り開催いたします。御多忙中とは存じますが是非御参加くださいますよう、ご

案内申し上げます。 
 

日時：令和元年 7月 7日(日) 

会場：ホテルセントノーム京都 京都市南区東九条東山王町 19-1 Tel 075-682-8777 

 

13:30 ～ 全地区委員会受付開始 

14:00 ～ 全地区委員会 
＊ 出欠の連絡は 6月 20日(木) までに地区理事までお願いします。 

 

15:10 ～ 第 576回研修会受付開始 
会費：会員無料 

（非会員 500円、フレッシュ診療放射線技師の集い参加者と学生は無料） 

＊ 出欠の連絡は必要ありません。 

15:40 ～ 講演 I 
「医療放射線の適正管理に関する動向について～2020年 4月医療法改正に向けて～」 

一般社団法人日本画像医療システム工業会 経済部会 部会長 鍵谷 昭典 

16:30 ～ 講演 II 
「放射線被ばく相談の在り方とは？ ～放射線カウンセリングを用いた被ばく相談～」 

日本放射線カウンセリング学会 会長 

パナソニック健康保険組合 松下記念病院 放射線科 小松 裕司 
 

18:00 ～ フレッシュ診療放射線技師の集い 
会費：新入職者でフレッシャーズセミナー参加者（次ページ参照）は無料 

 入職 2～3年目 は 3,000円、入職 4～5年目は 5,000 円、一般会員 6,000 円 

＊ 出欠のご連絡は、新卒者にお送りしている「フレッシャーズセミナーのご案内」同

封のはがきにて、6月 20日(木) までにお願いします。 

＊ 一般会員の方の出欠連絡は、地区理事もしくは京放技事務所までお願いします。 

  

  

全地区委員会・第 576 回研修会・ 

フレッシュ診療放射線技師の集いのご案内 

コニカミノルタジャパン(株) 0570 - 011 - 203 
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 京都府放射線技師会では日本診療放射線技師会との共催で新人診療放射線技師を対象と

した入会促進事業『診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー』を開催いたします。 

このセミナーでは、社会人として身につけるべきマナー、接遇、医療安全や感染に関する

対策、実際の撮影で非常に重要となる胸部撮影における解剖の講義など、経験年数の浅い

診療放射線技師の方にも適した講座をおこないます。今年卒業された新採用の皆さまのみ

ならず、卒後数年の診療放射線技師の方にも有意義なセミナーです。この機会に是非、職

場の未入会の方々にもご参加を後押しして頂ければ幸いです。 

 

【受講対象】 新卒ならびに既卒未入会者を主に対象としていますが、卒後数年の診療放

射線技師からベテランまでどなたでも参加していただけます。 

【参加費】 無料 

【開催場所】 ホテルセントノーム京都 

京都市南区東九条東山王町 19-1 Tel 075-682-8777 

【開催日時】 令和元年 7月 7日（日） 13:30～17:30 

 

【 セミナープログラム】 

13:30～ 開会挨拶 

13:40～14:40 胸部基礎講座 後藤 正（済生会京都府病院） 

14:40～15:30 感染対策講座 四丸 真俊（NHO京都医療センター） 

休憩 

15:40～16:30 医療安全講座 片山 雅人（洛和会音羽病院） 

16:30～17:00 エチケットマナー講座 丸山 久喜（向日回生病院） 

休憩 

17:10～17:30 入会案内  閉会挨拶 

 

【申し込み方法】 

・ 案内が封書で届いておられる方は同封の返信はがきにてお願いします。 

・ 案内が封書で届いておられない方は「フレッシャーズセミナー受講希望」と記載の

上、氏名、所属、卒業年度を明記いただき、下記へメール、Fax、又は電話でご連絡

お願いします。 

(公社) 京都府放射線技師会 

メールアドレス：kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp 

Tel & Fax：075-802-0082 

 

【定員】 先着 50名  人数に達した場合には締切させて頂きます 

 

【申込締め切り】 令和元年 6月 20日(木) 

(公社) 京都府放射線技師会事務所 Tel 075-802-0082 

京都府放射線技師会学術担当 後藤 正 

済生会京都府病院 放射線科 075-955-0111(内線 2150) 

  

日本診療放射線技師会、京都府放射線技師会共催 

『診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー』開催のお知らせ 
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学術理事 後藤 正 

令和元年 5 月 11 日(土)にエーザイ株式会社京都コミュニケーションオフィスにて第

575 回研修会を開催しました。令和最初の研修会となり、学術担当としては新しい時代

の始まりに身の引き締まる思いでありました。 

今研修会は、エーザイ株式会社 植田裕二氏、シーメンスヘルスケア株式会社 境龍二

氏にご講演頂き、参加者は 38 名でした。ご協力いただいた皆様ありがとうございまし

た。 

 

「ESURガイドライン Ver.10の改定ポイントについて」 
エーザイ株式会社 植田 裕二 

ESUR（欧州泌尿器放射線学会）の造影剤安全委員会による造影剤ガイドラインはエ

ビデンスに基づく包括的なものであり国際的にも評価が高い。2018 年に提言された

Ver.10 は Ver.9 と比較して様々な修正、追加がなされており、修正点について説明され

た。急性副作用のリスク患者として「喘息」の明記が「薬物治療が必要な喘息」と具体

的に追記され、造影剤副作用の既往患者については事前に薬物アレルギーの専門家への

コンサルトの必要性が明記、また副作用予防薬剤の前投与は推奨されていない。絶食に

関しては低粘調度造影剤使用により必要性が低下するとされる。造影剤による腎障害に

ついて定義も変更され、e-GFRの評価も低減されている。今回の改正によりより細かな

表現が用いられ、隅々まで配慮が行き届いており、臨床の現場で活用されることを期待

する。 

 

「シーメンスMR最新情報」 
シーメンスヘルスケア株式会社 MR事業部 境 龍二 

シーメンスの MRI の進化は 70cm の大きな開口ボア、スパインコイルを寝台の中に

内蔵して複数のコイルを組み合わせて使えるシステムを先駆けて開発し、全身 DWI 撮

影の標準化を実現した。パラレルイメージング等のアプリケーションの進化に高速撮影、

動き補正に対応して広範囲かつ、正確な撮影を可能としている。MRCPでは正確な呼吸

同期アプリケーションシステムの開発により、動きの少ない画像の提供、更に傾斜磁場

のかけ方を工夫することにより従来の 8～9 割の消音を実現している。ステント等のイ

ンプラントのアーチファクト削減技術により血管の描出の有用性を高めている。最新技

術は、人に優しいということ、被検者に対して圧迫感や不安感を与えることのない様々

な工夫が施されており、今後も更なる進化を目指し開発に取り組んでいく。 

 

 

 
組織調査委員会 

今年度組織調査委員会事業として『業務拡大に伴う統一講習会に関する意識調査』を企

画いたしました。業務多忙の中お手数ではありますが別紙アンケートにご協力いただき

ますようお願いいたします。 

アンケートに寄せられた回答を参考に、今後の事業運営に活用したいと考えています。ま

た集約結果は、年報やホームページに掲載し会員皆様方へ報告させていただく予定です。 

集約の都合上 6月 30日(日)までに、京放技事務所に FAX、もしくはアンケート用紙に掲

載の QR コードからアクセスの上、入力フォームに記入していただきますようお願いい

たします。 

  

第 575 回研修会報告 

令和元年度調査事業へのご協力お願い 
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 第 2回理事会報告  令和元年 5月 11日
議長に蒲理事、書記に中島理事を選任し、午後 5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） 

・4月 19日 平成 30年度年報編集会議 (京放技事務所) 

・4月 20日 令和元年度近畿地域診療放射線技師会学術大会会場下
見 (京都テルサ) 

・4月 22日 第 72回通常総会資料作成、準備会議 (京放技事務所) 

・5月 11日 京放技第 72回通常総会、第 575回研修会、 

 令和元年度第 2回理事会 (エーザイ京都 CO) 

（計画） 

・5月 12日 京都医療推進協議会シンポジウム (京都府医師会館) 

・6月 1日 日放技第 80回定時総会 (大手町日経ホール) 

・6月 1・2日 地区責任者（全国会長）ワークショップ(日放講義室) 

・6月 8日 令和元年度第 3回理事会 (京放技会議室) 

・6月 9日 第 54回京都病院学会 (池坊短期大学) 

・6月 29・30日 P-met 新人教育研修会 (京都教育文化センター) 

・7月 6日 令和元年度第 4回理事会 (京放技会議室) 

・7月 7日 日放技フレッシャーズセミナー、第 576回研修会、 

 全地区委員会、フレッシュ診療放射線技師の集い 

  (ホテルセントノーム京都) 

・8月 3日 令和元年度第 1回常務理事会 (京放技会議室) 

・9月 6日 令和元年度第 5回理事会 (京放技会議室) 

・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、教育委員会 (大放技事務所) 

・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 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) 

・10月 5日 令和元年度第 6回理事会 (京放技会議室) 

2）各委員会報告及び計画 

【庶務】皿谷理事 

・会員数 4月 30日現在 555名（先月+2） 

（内訳）名誉会員 4名、正会員 527名、賛助会員 24社 

※ 令和元年度新入会累計 0名 

・転入会 2名 

・4月 3・16・20・22・27日委員会開催 (京放技事務所) 

・対外文書 4件、発刊文書 11件（4月 1～30日） 

・転入会 2名を承認 

【財務】渡里理事 

・会費納入状況（平成 31年 3月末日現在） 

平成 30年度会費納入者 526名、平成 30年度会費未納者 14名 

・会費 87.5万円、負担金 83.6万円の歳入（4月） 

・事業費 199,867円、管理費 244,626円の歳出（4月） 

・4月 1・3・9・10・11・15・22・23日委員会開催 (京放技事務所) 

【学術】後藤理事 

・4月 20日 近畿地域診療放射線技師会学術大会現地視察 

  (京都テルサ) 

・5月 14日 近畿地域診療放射線技師会学術大会実行委員会 

  (京放技事務所) 

・5月 11日 第 575回研修会 (エーザイ事務所) 

・5月 25・26日 業務拡大に伴う統一講習会開催予定 

  (京都府立医大病院) 

・7月 7日 フレッシャーズセミナー、第 576回研修会開催予定
 (セントノーム京都) 

・7月 14・15日 業務拡大に伴う統一講習会開催予定 

  (福知山市民病院) 

令和 2年 

・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) 

【編集】中島理事 

・4月 15日 2019年 5月号ニュース編集作業 

・4月 22日 2019年 5月号ニュース校了 

・4月 25日 第 72回通常総会資料完成 

・5月 20日 2019年 6月号ニュース編集作業予定 

・5月中に平成 30年度年報印刷予定 

【広報・渉外】新井理事 

・5月 7日 第 54回京都病院学会第 4回実行委員会出席 

  (京都私立病院協会会議室) 

・5月 15日 第 46回くらしと健康展第 1回実行委員会出席予定 

  (京都府医師会館) 

・6月 4日 第 54回京都病院学会第 4回実行委員会出席予定 

  (京都私立病院協会会議室) 

・6月 8日 第 54回京都病院学会設営・準備会予定(池坊短期大学) 

・6月 9日 第 54回京都病院学会出務・撤収予定 (池坊短期大学) 

・7月 2日 第 54回京都病院学会反省会出席予定 

  (京都私立病院協会会議室) 

【組織調査】蒲理事 

・4月中旬 業務拡大に伴う統一講習会に関するアンケート調整 

・5月 16日 組織調査委員会開催予定 

・5月中旬 アンケート印刷予定 (京放技事務所) 

・5月末 新人技師への案内発送予定 (京放技事務所) 

・7月 7日 全地区委員会開催予定 (ホテルセントノーム京都) 

・業務拡大に伴う統一講習会に関するアンケート実施を承認 

【厚生】中川稔章理事 

・7月 7日 フレッシュ診療放射線技師の集い開催予定 

  (ホテルセントノーム京都) 

・10月 22日 近畿地域診療放射線技師会野球大会参加予定 

  (浜甲子園運動公園) 

【情報】大西理事 

・4月 17日 ホームページのトップページを更新 

・4月 25日 パスワード付き提供資料の申し込み確認 

・5月 7日 ホームページのトップページを更新 

【管理士】山根理事 

・4月 17日 管理士委員会開催 (京都中部総合医療センター) 

・9月上旬 線量計校正研修会開催予定 (京都医療科学大学) 

【両丹学術】橋岡理事 

・5月 31日 令和元年度両丹地区春季研修会、地区委員会開催予定 

・6月 9日 京都病院学会参加予定 

【受賞者選考委員会】河本会長 

・報告事項なし 

II．地区経過報告及び計画に関する件 

【北地区】河野理事 

・4月 15日 新卒者紹介依頼配信 

・4月 24日 北地区委員会開催 (京放技事務所) 

・4月 24日 総会葉書提出依頼配信 

【中地区】楡理事 

・4月 14日 中地区の新卒者情報を理事メールに連絡 

・4月 15日 平成 30年度会費未納者へ納入依頼を配信 

・4月 22日 第 72回通常総会の出欠はがき投函のお願いを配信 

・4月 23日 第 35回学術大会事前登録と演題募集のお願いを配信 

・4月 24日 診療時間及び看護師の勤務時間・勤務形態の調査依頼
を地区委員に配信 

・4月 30日 再度、第 72回通常総会の出欠はがき投函のお願いを
配信 

【東地区】中川政幸理事 

・4月 15日 新人技師の把握と総会出欠届ハガキについてメール配信 

・4月 25日 総会出欠届ハガキについてメール配信 

・5月 7日 総会出欠届ハガキについてメール配信 

・5月 11日 第 1回東地区委員会開催 

【西地区】平井理事 

・4月 8・9日西地区メールリスト追加・削除作業 

・4月 22日 通常総会の出欠はがき投函のお願い配信 

・5月 8日 再度、通常総会の出欠はがき投函のお願い配信 

・地区委員会開催日程調整 

【南地区】三浦理事 

・報告事項なし 

【両丹地区】平林理事 

・4月中旬 両丹地区の各施設へ春季研修会の案内文を送信 

・5月 31日 春季研修会開催予定 (舞鶴市) 

・8月 24・25日 夏季研修会開催予定 (京丹後市) 

【西南部地区】松本理事（庶務理事代読） 

・4月 17日 新卒者紹介のメールを送信 

・5月 6日 地区委員会開催の日程調整メールを送信 

・5月末から 6月初旬に地区委員会と情報交換会の開催予定 

III．その他 

1）会費未納会員への郵送物停止の件（河本会長） 

9 月末で会費未納の会員へは 12 月号ニュース配布と同時に郵送物
発送停止のお知らせを送り、1月号ニュースから発送停止とするこ
とを承認。 

2）公益法人新ロゴマークについて（久保田副会長） 

第 72 回通常総会にてロゴマークの発行を報告し、これで正式に新
ロゴマークを使用できる。著作権や色の指定はないので、このマー
クをどのように活用していこうとも京放技の自由である。まずは技
師会旗を新調することを承認。 

 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責：中島)  

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 



(6) 京放技ニュース 令和元年 6月 1日  

     

ケアストリームヘルス株式会社 06 - 6534 - 7090 

 

 

 

西京区の病院にて常勤の募集があります。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。 
 
 

 

改元され京放技でも元号の取扱いに多少の混乱が生じているが、世間でも同様の事例

は珍しくないのではなかろうか。技師会のように「お堅い仕事」では元号表記が一般的

だ。政府や都道府県、市町村の文章は元号表記が原則である。今回のように改元が決定

してから新元号が公表されるまで 1年ほどかかったが、日本の歴史上、そのような事例

はなかった。新元号発表から改元まで 1カ月であったが、思ったほど表立った混乱は起

きなった。が、新元号発表までが長かったせいもあり、京放技では西暦を採用すること

になったと言っていたが、実際は元号表記に落ち着いた。これは監督官庁の京都府庁と

のやり取りで混乱が生じたのが正直なところである。しかし、この「京放技ニュース」

は先人の偉業が功をなし、問題は生じていない。各ページの上段の発行日は元号である

が、機関誌としての号数は西暦表示である。これがいつからかは、資料を調べてもわか

らなかったが、少なくとも 1996 年には西暦表示である。発刊文章が元号なのに、号数

は西暦を採用した先輩諸氏に敬意を表します。 編集委員会 中島 智也 

 
理事会で決定、報告された重要事項 

 

 

 

 
6月以降の京放技活動 

 

 

 

 
6月以降の京都府以外での近隣講習会 

 
 

 

 

 

 

 

 

会 員 異 動 
【転入】2名 

夏目 久司 和歌山県放射線技師会 ⇒ 国立病院機構南京都病院（南 5） 

愛甲 太洋 兵庫県放射線技師会 ⇒ 京都中部総合医療センター（西 4） 

【勤務先変更】 

山田 哲 洛和会丸太町病院（中 1）⇒ 京都保健会上京診療所（北 2） 

村山 真志蕗 洛和会丸太町病院（中 1）⇒ 京都博愛会病院（北 1） 

7月 7日(日) フレッシャーズセミナー・第 576回研修会・全地区委員会・ 

 フレッシュ診療放射線技師の集い ホテルセントノーム京都 

7月 14・15日(日月祝) 業務拡大に伴う統一講習会 市立福知山市民病院 

6月 29・30日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 公立甲賀病院 

7月 14・15日(日月(祝)) 業務拡大に伴う統一講習会 奈良県産業会館 

7月 27・28日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 森之宮病院 

8月 11・12日(日月(祝)) 業務拡大に伴う統一講習会 神戸大学医学部附属病院 

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 

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 

 編集後記 

・ 9 月末で会費未納の会員へは 12 月号ニュース配布と同時に郵送物発送停止のお知らせ

を送り、1月号ニュースから発送停止とする。 

・京放技新ロゴで技師会旗を新調する。 

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 


