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公益社団法人 京都府放射線技師会会長 河本 勲則 

平成 31 年 3 月 11 日「診療放射線に係る安全管理体制並びに診療用放射性同位元素及び陽

電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いについて」医療法施行規則の一部を改正する省

令が公布されました。また改正省令公布に合わせ、医療法施行規則（第十一条の規定）に基づ

き厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器が告示され令和 2 年 4 月 1 日から適用

されることとなりました。 

改正省令では、医療安全のための管理体制の構築に医療放射線安全管理責任者として安全

管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって、原則として医師又は歯科医師の資格を

有していること、ただし、常勤の医師又は歯科医師が放射線診療における正当化を常勤の診

療放射線技師が放射線診療における最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射

線技師に対して適切な指示を行う体制を確保している場合に限り診療放射線技師を責任者と

しても差し支えないことが申し添えられています。 

医療放射線安全管理責任者は、放射線安全利用のための指針として基本的な考え方のマニ

ュアルや職員の研修、安全利用の改善策、過剰被ばく発生時に対応、医療従事者と患者間の情

報共有を策定する必要があります。 

省令では、診療放射線技師を安全管理責任者としても差し支えないということですが、日放

技は以前から厚生労働省へ被ばく低減施設認定や放射線管理士、機器管理士、被ばく相談員

の認定により医療放射線の管理体制の構築に取り組み、今後、診療報酬改定で施設基準の要

件で点数化を要望しています。現状、常勤の放射線科医がいない施設では、診療放射線技師が

医療放射線安全責任者となるでしょう。また大学病院や国立系の病院においても、医療放射

線機器の受け入れ試験や装置の日常管理や故障時の対応、さらには被ばくの管理、患者から

の医療放射線被ばくについての相談等を行っているのは、診療放射線技師であり、継続的に

運用の改定や被ばくについての評価も適切に行えると考えます。 

来年 4 月の適用を備え、医療放射線安全管理責任者として診療放射線技師を配置していた

だくように、施設管理者に働きかけてください。また、被ばく低減施設認定取得を目指すこと

で管理体制の強化につながりますから診療報酬改定にも関連付けられるでしょう。また、働

き方改革では放射線部門におけるタスク・シフティングに向けた取り組みが行え、被ばくの

適正管理は病院機能評価でも管理体制の強化として運用説明できると思われます。日放技で

は、医療放射線安全管理責任者養成講習会を 10 月 13、14 日に浜松町 ATP で開催予定して

います。詳しくは、日放技 HP で確認してください。厚生労働省 HP には指針(案) が掲載さ

れていますし、日放技でも基本となる指針やマニュアル、Q&Aについても作成する予定だそ

うです。 

技師法改正を現実化するためには診療放射線技師の業務拡大の確立が必要です、ぜひとも、

我々診療放射線技師が医療放射線安全管理責任者として配置されることを望んでいます。 

 

 

 

7 月 13 日(土) ～ 21 日(日) まで事務職員が不在です。 e メールは随時確認できますので、

お急ぎの要件は kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jpまでご連絡お願いします。  

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/ 

／
（通算 710号） 

診療用放射線に係る安全管理のための責任者について 

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 

 事務所休みのお知らせ 
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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） 

＊ 参加申し込は必要ありません。 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

京都市北区の療養施設にて非常勤の募集があります。定年退職の方も可能とのことです。 

詳しくは京放技事務所までお問い合わせください。  

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 

 求人のお知らせ 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 
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学術委員会 後藤 正 

下記の日程により、テーマ発表とともに、若手技師と学生による発表の場を企画しま

した。会員の皆様におきましてご多忙のこととは存じますが、多くのご参加をお待ち申

し上げます。 

 

日時：令和元年 8月 1日(木) 18:30～ 

場所：京都アスニー 第 3研修室 

会費：無料（技師会会員及び学生） 非会員 500円 
 

講演「救急現場における造影 CT検査の極意」 

京都第二赤十字病院 河本 勲則 先生 

一般演題発表 

「JIS Z 4511に規定された線量計校正用の X線質の再現」 

京都医療科学大学 山田 海斗・高橋 美帆・花垣 和輝・藤田 彩乃 

「股関節立位正面撮影における股関節間隙厚の測定に関する検討」 

京都医療科学大学 栗山 優希・田村 実那・平野 駿太 

「単純撮影での上腕骨結節間溝における入射角の文献との比較」 

京都医療科学大学 橋部 幹・永松 晴奈 

「散乱線除去用ソフトの性能検証」 

京都医療科学大学 奥田 響生・加藤 佑貴・細谷 凌平・三宅 啓司 

「X線 TV装置における被ばく線量管理の検討」 

済生会京都府病院 山口 浩輝 

「 ～ 調 整 中 ～ 」 

京都府立医科大学附属病院 

 
 

 

 

両丹地区理事 平林 良介 

第 578回研修会（令和元年度両丹地区夏季研修会）を下記要領にて開催します。 

ご多忙の折とは存じますがお誘い合わせの上、多数のご出席を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

日時：令和元年 8月 24日(土) ～ 8月 25日(日) 

会場：プラザホテル吉翠苑 
 〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷 943 Tel 0772-62-5111 

会費：会員無料 非会員 1,000円 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 578 回研修会（両丹地区夏季研修会）のご案内 

1日目  

8月 24日（土曜日） 

2日目 

8月 25日（日曜日） 

14:30 受付開始 9:00 受付開始 

14:50 開会 9:20 メーカー講演（調整中） 

15:00 一般演題 10:00 一般演題 

16:30 特別講演 11:00 閉会 

8 月（第 577 回）研修会のお知らせ 
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1日目 特別講演 Dr.講演 

「救急で見逃してはいけない疾患とその鑑別」 
済生会滋賀県病院 放射線科 吉川 達也 先生 

 

 
18:30より懇親会を開催します。会場については只今調整中です。 

会費制（5,000 円～6,000円） 

参加される方は 8月 20日までに両丹地区理事（平林）まで連絡を下さい。 

連絡先 両丹地区理事 平林 良介 

 京丹後市立弥栄病院 Tel 0772-65-2003 

    e-mail r.hirabayashi@yasaka-hsp.jp（職場） 

     ryosuke@pony.ocn.ne.jp（自宅） 

 
 

プラザホテル吉翠苑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  京都丹後鉄道「峰山駅」より徒歩 9分 

◆  京都縦貫道「京丹後大宮 IC」より車で 15分 

◆  シングル朝食付き  7,000円（税込）（18室仮押さえしています） 

 シングル朝食付き  7,500円（税込）（10室仮押さえしています） 

 ツイン朝食付き 13,000 円（税込） 

1.  京都府放射線技師会でシングルのお部屋 28室を 8月 1日まで仮押さえしています。 

2.  宿泊を希望される会員の方は「京都府放射線技師会」と言って頂き、各自で予約をお願い

します。また、28室が満室になりましても、ホテル側に空室があれば予約可能です。 

3. 支払いにつきましては、チェックアウトの際に各自でお願いします。 

  

8月 24日（土曜日）夜の部 
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管理士会 山根 稔教 

管理士会の通年行事として線量計校正研修会を開催します。この研修会は、京都医療

科学大学のご協力により施設をお借りし、赤澤博之先生に講師をお願いしての研修会

です。また平行してサーベイメータを実際に触っていただき、取り扱いを行ってもらう

実習も企画しています。線量計は電離箱式のものに限りますが、御施設の線量計を持ち

込んでいただき測定精度の維持にお役立てください。校正証明書の発行もあり、トレー

サビリティが取れている裏づけになります。なお、今回の研修会は、持ち込まれる線量

計の機種や台数を知るため事前申込とします。申し込み多数の場合は制限させていた

だく可能性もあります。皆様のご参加をお待ちしています。 
 

日時：令和元年 9月 1日(日)  

 12:40 受付開始 

 13:00 開催 

 16:00 終了予定 

場所：京都医療科学大学 1号館 2階講義室および実験室 
京都府南丹市園部町小山東町今北 1-3 

（本館は施錠されていますので奥の 1号館へお回りください） 

参加費：会員の線量計持ち込み施設 無料 

非会員の線量計持ち込み（会員が持ち込まない）施設 5,000円 

申し込み方法： 

線量計校正研修会参加希望と伝えていただき、参加者のご氏名、ご施設名、持ち込ま

れる全ての線量計の機種と台数をお知らせください。下記のいずれかの方法でお願い

します。 

① 京放技事務所宛にメール連絡 kyohogi@mbox.kyoto-int.or.jp 

② 京放技事務に電話連絡 075-802-0082（平日 13:00から 16:30まで） 

申し込み締め切り：8月 20日まで                                         

 

 

 

公益社団法人 京都府放射線技師会会長 河本 勲則 

令和元年 5月 11日の 15:45より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 72回公益社団法人 京都府放射線技師会 通常総会が行われました。 

皿谷庶務理事が司会を担当し、議事の前に、平成 30年 12月 15日に御逝去された見

掛康彦会員への黙とうがささげられました。その後、原口副会長より開会宣言がなさ

れ、続いて河本会長が挨拶を行いました。 

議事 1．議長選任の件 

皿谷司会が議長立候補を求めると会場より京都回生病院の丸山久喜会員が立候補し、

会場全員から拍手により承認されました。丸山議長が会員の出席状況を確認したとこ

ろ、出席 37 名、委任状提出者 272 名で、合計すると総会員数 522 名の過半数を超え

ているため定款第 28条及び 29条に基づき総会の成立が承認されました。 

議事 2．平成 30年度事業及び決算に関する件 

平成 30 年度「事業報告」が河本会長と各委員会委員長より、「会計決算報告」が渡

里財務理事より、「監査報告」が轟・武部監事より報告されました。（内容は平成 30年

度京都府放射線技師会雑誌を御参照ください。）  

第 72 回通常総会報告 

線量計校正とサーベイメータの取り扱い研修会開催のお知らせ 
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会員より、決算書で管理費と事業費

が赤字になっている件が指摘された。

渡里財務理事が、繰越金が 250 万円ほ

どあったのを事業充実に使用したため

に赤字となった旨説明しました。また

別の会員より、日放技が 65歳以上の会

費を減額する件に対して京放技の方針

はどうなのか、と質問され、河本会長

が、近畿放射線技師会の動向を見つつ

方針を決めていくつもりだと回答しま

した。また、勤続 50年表彰者が過去 2

年間で該当者なしなのはなぜか、と質問され、河本会長が、対象者がほとんど退会され

ており、かつ、50 年前のデータなので対象者が漏れている可能性もあるので、今後も

慎重に選出していく所存である、と回答しました。 

丸山議長が第 2 号議案を会場全員に諮ったところ、① 平成 30 年度事業報告は、反

対 0 票、保留 1 票、賛成 35 票、委任状 272 票で合計 308 票。② 平成 30 年度会計決

算報告は、反対 0 票、保留 1 票、賛成 35 票、委任状 272 票で合計 308 票。いずれの

議題も賛成が過半数を超えているので承認可決されました。 

議事 3．平成 31年度事業計画及び予算に関する件 

別紙資料（4月号ニュース）により河本会長から平成 31年度事業計画報告について、

渡里弘理事から平成 31年度予算報告について説明を行った。 

議事 4．名誉会員推戴について 

河本会長から元京都府放射線技師会会長 田城邦幸会員を令和元年 5 月 11 日付けで

名誉会員に推戴することの説明があり、審議の結果、反対 0票、保留 0票、賛成 34票、

委任状 272票で合計 306票にて田城邦幸会員が名誉会員に承認可決されました。 

議事 5．その他 

河本会長より、会費を当該年度 9月 30日までに納入されてない会員については、翌

年の 1 月 1 日以降の郵送物を停止することにする、という件に対して審議を提案し、

反対 0 票、保留 0 票、賛成 35 票、委任状 272 票で合計 307 票にて承認可決されまし

た。さらに河本会長が、新しいロゴマークを明日から使用する、と説明しました。 

議事 6．議事録署名人に関する件 

議事録署名人選任に関して、京都民医連中央病院の楡隆之会員と聖ヨゼフ医療福祉セ

ンターの吉田久仁彦会員の両名が指名され、会場から満場一致により承認されました。 

その後、丸山議長の解任がなされました。 

最後に久保田副会長が閉会の辞を述べて、第 72回通常総会は終了しました。 

 

 
 

常務理事 皿谷 弘樹 

5 月 11 日に開催された通常総会において、委任状総数を 273 名と発表いたしました

が、後日、照合の結果、272名であることが判明いたしました。みなさまにはご迷惑、

ご心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。原因を調査いたしましたと

ころ、出席者の中に委任状を提出された会員が含まれていたことを見落としていまし

た。今回のようなトラブルの再発防止策を実施し、今後はこのようなことがないように

取り組んで参ります。今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  

総会委任状数報告誤りに関するお詫び 



 京放技ニュース  令和元年 7月 1日 (7) 

   

ケアストリームヘルス株式会社 06 - 6534 - 7090 

 第 3回理事会報告  令和元年 6月 8日
議長に中島理事、書記に平林理事を選任し、午後 4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） 
・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) 
・5月 25・26日 業務拡大に伴う統一講習会 (京都府立医大) 
・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、 
 地区責任者会議 (日放技講義室) 
・6月 8日 令和元年度第 3回理事会 (京放技会議室) 
（計画） 
・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) 
・6月 20日 近畿地域放射線技師会学術大会実行委員会 
  (京放技事務所) 
・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) 
・7月 26日 京放技 3役会議 (京放技事務所) 
・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 
  (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) 
・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) 
2）各委員会報告及び計画 
【庶務】皿谷理事（久保田副会長代読） 
・会員数 5月 31日現在 574名（先月+18） 
（内訳）名誉会員 4名、正会員 543名、賛助会員 24社 
令和元年度新入会累計 19名（再入会 3名含む） 

・5月 9・10・20・29日委員会開催 (京放技事務所) 
・対外文書 107件、発刊文書 3件（5月 1～31日） 
・新卒入会 4名、新入会 12名、再入会 2名を承認 
【財務】渡里理事 
・会費納入状況（平成 31年 4月末日現在） 
平成 31年度会費納入者 120名、平成 30年度会費未納者 14名 

・会費 118.5万円の歳入（5月） 
・事業費 225,859円、管理費 262,719円の歳出（5月） 
・5月 7・8・13・21日委員会開催 (京放技事務所) 
【学術】後藤理事 
・5月 11日 第 575回研修会開催(参加者 38名) (エーザイ事務所) 
・5月 14日 近畿地域診療放射線技師会学術大会第 3回実行委員会

開催 (京放技事務所) 
・5月 25・26日 業務拡大に伴う統一講習会開催(参加者 58名) 
  (京都府立医科大学) 
・5月 29日 研修会の打ち合わせ (ホテルセントノーム京都) 
・6月下旬 学術委員会開催予定 (京放技事務所) 
・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 
  (ホテルセントノーム京都) 
・7月 14・15日 業務拡大に伴う統一講習会開催予定 
  (市立福知山市民病院) 
・8月 1日 第 577回研修会開催予定 (京都アスニー) 
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) 
・第 577回研修会での発表者（若手技師）を募集 
【編集】中島理事 
・5月 20日 6月号ニュース編集作業 
・ 平成 30年度京都府放射線技師会雑誌校了 
・5月 24日 6月号ニュース校了 
・6月 8・9日 第 54回京都病院学会出務予定 (池坊短期大学) 
・封筒の表紙、京放技ニュースの表題に新ロゴを採用して印刷した 
【広報・渉外】新井理事 
・5月 8日 平成 30年度公衆衛生推進事業補助金額の確定の通知 
・5月 15日 くらしと健康展実行委員会出席 (京都府医師会館) 
・6月 4日 京都病院学会実行委員会出席 (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 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 
・5月 16日 組織調査委員会開催 (京放技事務所) 
・5月 20日 アンケート印刷作業 (京放技事務所) 
・5月 29日 全地区委員会現地打ち合わせ 
  (ホテルセントノーム京都) 
・5月 31日 新人技師への案内発送作業 (京放技事務所) 
・6月 8・9日京都病院学会出務予定 (池坊短期大学) 
・6月 25日 組織調査委員会開催予定 (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) 
【厚生】中川稔章理事（久保田副会長代読） 
・5月 29日 フレッシュ診療放射線技師の集い打ち合わせ 
  (ホテルセントノーム京都) 
・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野球大会参加予定 
  (浜甲子園運動公園) 
【情報】大西理事 
・5月 14日 組織調査委員会のアンケート修正 
・5月 16日 ホームページのトップページ更新 
・5月 17日 理事メールのアドレス修正 
・5月 21日 業務拡大に伴う統一講習会のアンケートを掲載 
・ パスワード付き提供資料の申し込み確認 
・5月 22日 ホームページの内容修正 
・5月 24日 ホームページのトップページ更新 
・5月 28日 業務拡大に伴う統一講習会のアンケート修正 
・ ホームページのトップページ更新 
・6月 2日 ホームページのトップページ更新 
・事務所 PC用セキュリティーソフト購入を承認 
・ホームページドメイン、サーバー更新を承認 
【管理士】山根理事 
・9月 1日 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 両丹地区春季研修会・両丹地区委員会開催 
  (舞鶴市卑弥呼) 
・6月 9日 京都病院学会参加予定 (池坊短期大学) 
・7月 7日 全地区委員会参加予定 (ホテルセントノーム京都) 
・7月 14・15日 業務拡大に伴う統一講習会開催予定 
  (市立福知山市民病院) 
【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 
・6月 4日 情報提供メール配信 
【中地区】楡理事 
・5月 25・26日業務拡大に伴う統一講習会参加 (京都府立医科大学) 
・6月 4日 異動した会員情報を北地区理事に連絡 
・ 厚生労働省からの注意喚起について配信 
・6月 5日 研修会、講習会のお知らせを配信 
・ 第 1回中地区委員会開催の呼びかけを地区委員に配信 
・6月 6日 日放技からの情報提供を配信 
・6月 8・9日 京都病院学会出務予定 (池坊短期大学) 
・7月 7日 第 1回中地区委員会開催予定 
【東地区】中川政幸理事 
・5月 28日 業務拡大に伴う統一講習会の意識調査について配信 
・7月 7日 第 2回地区委員会開催予定 
【西地区】平井理事 
・5月 22日 ニュース校閲 
・地区委員会開催日程調整中 
【南地区】三浦理事 
・5月 10日 全地区委員会日程調整のお願いをメールで配信 
・6月 21日 南地区委員会を開催予定 
【両丹地区】平林理事 
・5月 31日 両丹地区春季研修会前に地区委員会開催 
・5月 31日 両丹地区春季研修会及び懇親会開催 (舞鶴市卑弥呼) 
 （参加者 26名） 
・8月 24・25日 夏季研修会開催予定 (京丹後市) 
・夏季研修会予算案を承認 
【西南部地区】松本理事（久保田副会長代読） 
・6月 3日 地区委員会開催案内のメールを送信 
・6月 13日 西南部地区委員会と情報交換会を開催予定 
III．その他 
1）日放技第 80回定時総会報告（久保田副会長） 

6 月 1 日に東京日経ホールにて開催された日放技第 80 回定時総会
の報告を行った。 

2）全国会長会議報告（河本会長） 
日放技第 80 回定時総会報告に引き続き行われた全国会長会議の報
告を行った。 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責：中島)  



(8) 京放技ニュース 令和元年 7月 1日  

     

 
 

医療放射線の安全管理で管理者や責任者の選定が必須となることや、被ばく低減認定

施設も将来には算定基準に加わるであろうことから、これからの時代は「被ばく管理・

低減」が重要視されています。すでに CT、MRでは機器管理が算定されているので、放

射線管理士、放射線機器管理士の認定が医療現場で重要視されることも想像に難くあり

ません。各ベンダーも、特に CT装置に関しては被ばく低減を強調して販売しています。

医師や看護師は認定が直接に算定されていますが、近い将来、診療放射線技師の認定も

そうなるように日放技が活動していますし、そうなる気配も強くなっています。これを

機に皆さんも診療放射線技師の認定を取得されてはどうでしょうか。算定が決定してか

らでは試験のレベルも上がると思いますので、是非、今のうちに。編集委員会 中島智也 
 

理事会で決定、報告された重要事項 

 

 

 
 

7月以降の京放技活動 

 

 

 

 
7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 

小谷 静也 （コタニ シズヤ） 京都府立医科大学附属病院（北 3） 

松尾 優希 （マツオ ユキ） 関西医科大学附属病院（西南 1） 

石原 駿 （イシハラ シュン） 大阪国際がんセンター（西南 1） 他 1名 

【新入会】12名 

足高 翼 （アシタカ ツバサ） 西陣病院（北 2） 

大町 優介 （オオマチ ユウスケ） 京都市立病院（中 5） 

武田 涼子 （タケダ リョウコ） 洛和会音羽病院（東 3） 

保村 津慕美 （ヤスムラ ツボミ） 洛和会音羽病院（東 3） 

古谷 明佳 （フルタニ ハルカ） 洛和会音羽病院（東 3） 

樋口 大規 （ヒグチ ダイキ） 京都桂病院（西 2） 

三森 隼人 （ミモリ ハヤト） 京都中部総合医療センター（西 4） 

山崎 天光 （ヤマサキ タカミツ） 京都岡本記念病院（南 4） 

山下 菜央 （ヤマシタ ナオ） 大阪医科大学附属病院（西南 1） 

濱島 俊太 （ハマシマ シュンタ） 摂南総合病院（西南 4） 他 2名 

【再入会】2名 

森川 嘉彦 （モリカワ ヨシヒコ） 京都府立医科大学附属病院（北 3） 他 1名 

【勤務先変更】 

小森 将樹 明治国際医療大学附属病院（西 5）⇒ 市立福知山市民病院（両丹 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 

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 

 業務拡大に伴う統一講習会 和歌山市南コミュニティセンター 

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 

・ 医療放射線安全管理で管理者に医師、管理責任者に診療放射線技師を任命するのが妥当

である、と日放技総会にて説明されていた。安全管理責任者のための放射線技師用養成

講習会を日放技が秋に実施予定である。 

 

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 


