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会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また旧年

中は本会事業推進にご協力、ご支援賜り厚く御礼申し上げます。 

元号が平成から令和に代わり、初めてのお正月。今年の干支は「子」で、十二支の 1

番目であり、すべての始まりと未来への可能性を秘めていることから、新しい物事や運

気のサイクルの始まる年になると言われています。京都府放射線技師会にとりましても

繁栄と発展の可能性が秘められた年となるよう活発な活動をめざして参ります。 

さて、令和 2 年 4 月 1 日から医療法施行規則の一部改正により、診療用放射線の安全

管理体制と安全利用のための指針策定が定められました。これにともない病院、施設で

は、規定や指針作成をされているところだと思います。本来、我々診療放射線技師は、

現在の放射線機器のデジタル化に発展する前はアナログでの業務を行っていました。つ

まり撮影や検査時に患者の体格や年齢により撮影条件や検査のプロトコールを変えて

実施し、フィルムで画像評価も行いました。では、今はと言いますと撮影項目を選択す

ると条件がパネルに表示され、撮影後直ちに処理を施された画像の参照ができ、特に問

題なければ PACS に送信されます。画像処理へ視点からあまり条件は気にすることはな

くなったと言えます。すなわち、アナログ時代は、日頃から被ばくの最適化や評価を日

常業務の中で普通に行われていたと思います。 

今回の法改正では、我々診療放射線技師が撮影、検査の目的や求められている画像情

報をどれだけ把握しているかで患者に説明も出来ますし、その延長が被ばくの管理（記

録と評価）につながるのではないでしょうか。4 月までそんなに時間もありませんから

この機会に各施設で取り決めた患者被ばくの最適化や正確な被ばく線量の管理は、診療

放射線技師全員が取り組み、専門性を発揮しないと中途半端なシステムとなり安全、安

心な医療の提供にはつながらないと考えています。改正法令の準拠は、組織全体で患者

の医療被ばくを記録、管理することが求められているのです。診療用放射線安全管理部

門の設定が今後早期に診療報酬改定となるよう各施設に相応しい運用を施行していた

だきたいと期待しています。 

令和 2 年も「信頼・感謝・そして未来へ」～安心、安全な医療の提供～をテーマに、

執行部一丸となり事業推進に邁進したいと存じます。今年度も会員の皆様のさらなるご

協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

末筆に、皆様の今年一年のご健勝とご家族のご多幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶と

させていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 

 公益社団法人京都府放射線技師会 

 会長 河本 勲則 

 役員一同  

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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謹賀新年～令和 2 年の幕開け～ 

公益 
社団法人 京都府放射線技師会 

京放技事務所開所時間（月～金の午後 1 時～5 時） 
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日程 令和 2 年 2 月 9 日(日) 

場所 京都府民総合交流プラザ 京都テルサ 

第 1 会場（テルサホール） 

開会宣言 公益社団法人 京都府放射線技師会 副会長 原口 隆志 

開会の辞 公益社団法人 京都府放射線技師会 会長 河本 勲則 
 

教育講演「将来の診療放射線技師像を求めて」 

講師 公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長  佐野 幹夫 

司会 公益社団法人 京都府放射線技師会 会長   河本 勲則 
 

ランチョンセミナー1 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

 「Vantage Galan3T ZGO の使用経験」 

 －短時間撮像と高分解能画像の両立を目指して 

座長 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 池 和秀 

演者 京都大学大学院医学研究科 沼元 瞳 
 

府民公開講座「元気に楽しく生きよう」～食べて延ばそう健康寿命～ 

講演 I「明日からできる食事健康法」～食べて延ばそう健康寿命～ 

座長 公益社団法人 京都府放射線技師会副会長 久保田 裕一 

講師 国立病院機構京都医療センター臨床栄養科 

 栄養管理室 栄養管理室長 西田 博樹 
 

講演 II「広げよう！メタボ撲滅の輪」～健康長寿を目指した食事・運動療法～ 

座長 公益社団法人 京都府放射線技師会副会長 原口 隆志 

講師 国立病院機構京都医療センター 

 臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部長 浅原 哲子 
 

シンポジウム「技師教育について」 

司会  京都大学医学部附属病院 中川 政幸 

 松下記念病院 松元 誠 

シンポジスト 近畿大学医学部附属病院 奥村 雅彦 

 神戸市立医療センター西市民病院 酒井 慎治 

 JCHO 大和郡山病院  髙谷 道和 

 和歌山県立医科大学附属病院 宮崎 雄司 

 大津赤十字病院 平田 誠 

 京都大学医学部附属病院 姫路 早紀子 
 

閉会の辞 公益社団法人 京都府放射線技師会 副会長  久保田 裕一 

  

令和元年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 



 京放技ニュース  令和 2 年 1 月 1 日 (3) 

   

 
第 2 会場（セミナー室 2、3） 

一般演題発表 1 （調整中） 

一般演題発表 2 （調整中） 
 

ランチョンセミナー2 富士フイルムメディカル株式会社 

 「富士フイルムが目指す画像診断の未来」 

演者 富士フイルムメディカル株式会 

 IT ソリューション事業部社業部 大島 俊介 

一般演題発表 3 （調整中） 

一般演題発表 4 （調整中） 

国際セッション （調整中） 

座長 徳島文理大学 高津 安男 

京都府立医科大学附属病院 太田 誠一 

 

第 3 会場（中会議室） 

特別講演「医療安全を法的視点から考える」 

 ～診療放射線技師が医療現場で遭遇する事前、事後の対処法～ 

講師 北浜法律事務所 弁護士 長谷部 圭司 
 

ランチョンセミナー3 株式会社島津製作所 

 「島津製作所 X 線システムの最新技術」 

演者 株式会社島津製作所 医用機器事業部 塩見 剛 
 

女性活躍推進班 

「出産前後どうしてはりましたか？」～産休・育休・復職について～ 

日本赤十字社 和歌山医療センター 森下 瞳 

市立長浜病院 嶋津 美和子 

医療法人東和会 第一東和会病院 濱野 美穂 

公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 馬淵 淳子 

 

第 4 会場（視聴覚室） 

骨撮影分科会 講演 I「正しい撮影法で読み撮る肩複合体」 

とうかい整形外科 かわげ 難波 一能 

講演 II「荷重関節である下肢に対する立位撮影の有用性」 

大阪ハイテクノロジー専門学校 安藤 英次 

読影分科会（調整中） 

管理士分科会「診療用放射線の適正管理に関する医療法施行規則改正について」 

講師 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 

企業展示 線量管理ソフト（6 社） 

『FINO.XManage』のご紹介 コニカミノルタジャパン株式会社 

医療放射線情報一元管理システム―Radimetrics― バイエル薬品株式会社 

医療放射線量管理システム【ARIStation iSED】 

PACS・ビューアー【EV Insite シリーズ】のご紹介 PSP 株式会社 

被ばく線量管理支援システムの紹介 株式会社インフィニットテクノロジー 

 株式会社 A-line 

 株式会社フィリップスジャパン  
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厚生委員会 中川 稔章 

第 31 回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会は大阪府で開催されます。技師会開催と

しては最後の大会となります。皆様、応援の方よろしくお願いいたします。 

 

 日時：令和 2 年 1 月 19 日(日) 9：30〜 

 会場：大阪府医師協同組合 8 階大ホール 

 大阪府大阪市中央区上本町西 3−1−5 

Tel 06−6768−2071（代表） 

 

 

 
 

 

広報･渉外委員会理事 新井 喬 

10 月 27 日(日) 10:00～16:00 に京都府医師会館において、「第 46 回くらしと健康展」

が開催されました。当日は、好天に恵まれて多くの来場者が予想されましたが、総来場

者数は計 484 名(前回より８5 名減少)となり、残念ながら思うほど増加はしませんでし

た。当コーナーへは総計 49 名（23 名減少）の来場者となりましたが、当コーナーへの

来場者の総来場者に対する割合はおよそ 10%

で例年通りでした 

イベントの中心となる放射線相談コーナー

への内容は、検査による個人の放射線の被ば

くに関することが多数を占めましたが、放射

線に関する被ばくの影響の質問や心配の相談

も見受けられました。例年、医療の個別相談

となるため、一件あたりの相談時間が 20 分以

上要し、そのため担当者の相談に対応する総

時間数も多くなりました。しかし、参加型イ

ベントが困難な当コーナーですが、継続的に一定の割合の支持を得ていると思います。 

私たちが、被ばくに関する客観的なデータと

医療における放射線利用の安全性と実効性そ

して業務に関する技術の高度化と専門性を一

般の方々に対して啓発し、その業務に携わる診

療放射線技師という名称および職務内容を少

しでも知ってもらえるような一つの機会であ

ったと思います。 

最後に、健康展に協力して頂いた関係者や会

員の皆様には御礼申し上げます。 

  

第 46 回くらしと健康展報告 

第 31 回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会ご案内 
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組織調査委員会 蒲 順之 

11 月 10(日) に京都市北区にある MK ボウル上賀茂にて学遊会を開催しました。 

穏やかな秋晴れの中、30 名の参加があり、今回はボウリングと BBQ を行い、交流を

図りました。 

ボウリングは河本会長の始球式にてスタート。各レーンに新人と会員を均等に分けレ

ーン毎のチーム戦と個人戦にて競いました。 

バーベキューではグリルでステーキ肉を焼き、誰に言われるでもなく肉を準備する人、

焼く人、運ぶ人など参加者全員が皆のために活発

に動く姿がみえました。新人さんの悩みを聞いて

アドバイスする先輩、新人同士で情報交換したり、

家族連れは家庭の話など話題の尽きることの無

いあっという間の楽しい時間となりました。 

今回は新人さんが 10 名参加などたくさんの参

加者があり盛会に行うことができました。来年は

記念すべき第 10 回になります。今回以上にたく

さんの方に

参加してい

ただけるよ

う面白い企

画を行いた

いと思いま

すので、ぜひ

ともお誘い

あわせの上、

ご参加お願

いします。 
 

 

 

参加者の声 

・初めての参加だったので緊張したけれどみなさんが優しく声をかけてくれたので、楽し

く過ごすことができました。また、いろいろな病院のお話を聞くことができ、とても良

かったです。 K.Y 

・7 月のフレッシャーズセミナーで知り合った同期からの連絡もあり、学遊会に参加しま

した。ボウリングや BBQ を一緒にすることでいろいろな病院の先輩方や 1 年目の同期

たちと交流を深めることができ、とても楽しい時間を過ごすことができました。 

小谷静也 

・色々な方と交流出来た学遊会でした。特にボウリングはチーム内や、隣のレーンの方々

とも盛り上がってとても楽しかったです。 安藤美優 

・この度は学遊会に参加させていただきありがとうございました。1 年目の技師だけでな

く、他の世代の方々とも交流できる貴重な時間でした。またこのような会があれば参加

したいと思います。 竹内健吾 

・今回初めて学遊会に参加させて頂き、緊張していたのですが皆さんがとても優しく接し

てくださったので楽しかったです。また、他病院の方々や技師である先輩の方々の貴重

なお話を聞ける場でもあったのでとても良い時間を過ごさせて頂いたと思っています。

機会があればまた参加させてもらおうと思います。ありがとうございました。山川拓哉  

第 9 回学遊会報告 
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ケアストリームヘルス株式会社 06 - 6534 - 7090 

 第 8回理事会報告  令和元年 12 月 7 日
議長に山根理事、書記に中川稔章理事を選任し、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） 
・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 19日 令和元年度近畿地域診療放射線技師会学術大会第 8回

実行委員会会場視察 (京都テルサ) 
・11月 30日 京都府原子力防災訓練 (京丹波町) 
・12月 1日 医療安全全国フォーラム 2019 (京都テルサ) 
・12月 7日 令和元年度第 8回理事会 (京放技会議室) 
（計画） 
・12月 12日 令和元年度近畿地域診療放射線技師会学術大会第 9回

実行委員会 (京放技事務所) 
・12月 14日 定款・規程発行編集会議 (京放技事務所) 
・12月 19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 9回理事会 (京放技会議室) 
・1月 18日 京都私立病院協会新年会 (京都ブライトンホテル) 
・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 
  (大阪府医師協同組合) 
・2月 1日 令和元年度第 10回理事会 (京放技会議室) 
・2月 8日 令和元年度近畿地域診療放射線技師会第 2回会長、

副会長会議 (京都第二赤十字病院) 
・2月 9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) 
・3月 7日 令和元年度第 11回理事会 (京放技会議室) 
・4月 4日 令和元年度期末監査 (京放技事務所) 
・4月 11日 令和 2年度第 1回理事会 (京放技会議室) 
・5月 2or9 日 京都府放射線技師会第 73回通常総会、第 578回研修

会、令和 2年度第 2回理事会 (会場未定) 
・6月 13日 令和 2年度第 3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 11月 30日現在 657名（先月+17） 
（内訳）名誉会員 5名、正会員 628名、賛助会員 24社 
令和元年度新入会累計 105名（再入会 9 名含む、転入会含まず） 

・11月 20・28日庶務委員会開催 (京放技事務所) 
・対外文書 75件、発刊文書 24件（11月 1～30日） 
・新卒入会 7名、新入会 10名を承認 
【財務】渡里理事 
・会費納入状況（令和元年 12月 4現在） 
令和元年度会費納入者 429名、平成 30年度会費未納者 6名 

・32.5 万円（11月）の歳入 
・事業費 422,138円、管理費 176,058 円の歳出（11月） 
・11月 25日財務委員会開催 (京放技事務所) 
【学術】後藤理事 
・11月 19日 学術大会現地視察   (京都テルサ) 
・11月 20日 臨床セミナー開催 (エーザイ京都支店) 
 女性骨盤の MR検査  長尾 泰輔 
 （会員 20名、非会員 7名、合計 27名） 
・12月 12日 第 9回近畿地域学術大会実行委員会開催予定 
   (京放技事務所) 
・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 令和元年度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 
・11月 15日 会長・副会長信任選挙はがき印刷発注 
・11月 16日 近畿学術大会ポスター印刷発注 
・11月 18日 近畿学術大会ポスター印刷追加発注 
・ 12月号ニュース編集作業 (田辺中央病院) 
・11月 26日 12月号ニュース校了 
【広報・渉外】新井理事 
・11月 20日 「第 46回くらしと健康展実行委員会」開催 
  (京都府医師会館) 
・11月 26日 「第 1回広報・渉外委員会」開催 (宇治徳洲会病院) 
・11月 28日 第 1回南地区委員会出席 (京都岡本記念病院) 
・12月中  府民公開講座の案内・広報依頼予定（阪急コミュニテ

ィボード/京都市福祉ボランティアセンターなど） 
・2月上旬 「無資格者による診療放射線技師業務の防止に関する

要望」書提出予定 
【組織調査】蒲理事 
・11月 10日 第 9回学遊会開催 (MK ボウル上賀茂) 

 会員 16人、新人 9人、家族 4 人、非会員 1人、計 30人 
・11月 19日 近畿地域学術大会現地視察 (京都テルサ) 
・11月 28日 南地区委員会出席 (岡本記念病院) 
 

【厚生】中川稔章理事 
・11 月 10日 学遊会開催（参加者：家族含む 30名） 
  (MK ボウル上賀茂) 
・1月 19日 近畿地域診療放射線技師囲碁大会開催予定 
  (大阪府医師協同組合) 
【情報】大西理事 
・11 月 16日 近畿地域学術大会の演題登録状況確認 
・11 月 20日 近畿地域学術大会の抄録登録フォーム作成 
・11 月 21日 近畿地域学術大会の演題登録の締め切りと抄録登録フ

ォームの掲載、質疑の回答 
・11 月 22日 ホームページのトップページ更新 
・11 月 25日 ホームページのトップページ更新 
・11 月 29日 近畿地域学術大会の抄録登録フォーム確認 
・12 月 5日 ホームページのトップページ更新 
【管理士】山根理事 
・11 月 11日 原子力災害研修会参加 (舞鶴市) 
・11 月 14日 京都府防災関係者研修参加 (京都パルスプラザ) 
・11 月 15日 第 3回京都府原子力総合防災訓練会議出席 (京丹波町) 
・11 月 30日 京都府原子力防災訓練参加 (京丹波町丹波自然運動公園) 
 京放技 8名、兵庫県技師会 4名参加 
【両丹学術】橋岡理事（庶務理事代読） 
・11 月 30日 両丹地区秋季研修会開催 (市立福知山市民病院) 
 ZIO／VINCENT のハンズオン 
・ 地区委員会開催 (市立福知山市民病院) 
・2月 15日 両丹地区冬季研修会予定 
【受賞者選考委員会】河本会長 
・勤続 30年・50年表彰者を日放技へ申請したので、承認待ち。 
II．地区経過報告及び計画に関する件 
【北地区】河野理事 
・11 月 14日～ 近畿学術大会参加依頼をメール配信 
・12 月 1日 近畿学術大会スタッフ調整をメール配信 
【中地区】楡理事 
・11 月 12日 中地区委員会を開催（6人参加） 
・11 月 17日 地区委員と近畿学術大会準備委員への参加確認をとり、

報告を行う 
・ 組織調査理事に来季からの班編成見直しについての報告 
・ 会費未納者に納入依頼のメールを送る（春から 4回目） 
・11 月 20日 日放技からの情報提供を配信 
・12 月 1日 日放技基礎技術講習「MRI 検査」（5名参加） 
・12 月 4日 日放技アンケート記入、送信 
・現在、中地区は 5班編成だが、京都民医連中央病院の西地区転出に
伴い 4班が減少のため、来期より 4班編成にする。現在の 4班は地
理的に近い 1班に吸収。 

【東地区】中川政幸理事 
・11 月 19日 学術大会演題募集をメール配信 
・11 月 20日 臨床セミナーについてメール配信 
・東 4 地区委員下池綾退職のため、後任に寺崎圭（京大病院）を承認 
【西地区】平井理事 
・11 月 1日 近畿地域学術大会実行委員会出席 (京放技事務所) 
・11 月 11日 会費納入のお願いを西地区メール配信 
・11 月 27～29日 西地区新班編成を検討・作成 
・11 月 27～29日 西地区理事メール 登録確認 

（新入会を含め登録お願いするため、病院単位で
メール・電話によりお願いを行った） 

・西地区新班編成は来年度より変更を予定。決定次第、組織調査に承
認を得たうえ、理事会へ報告する。 

【南地区】三浦理事 
・11 月 11日 会費未納者へ連絡 
・11 月 28日 南地区委員会開催 (京都岡本記念病院) 
・11 月 30日 診療放射線技師実態調査のお願いを連絡網で配信 
・会員数の増員に伴い南地区の班編成を行いました。 
・南 3 地区委員藤木省吾が退職の為、後任に安藤利樹（宇治徳州会
病院）を承認 

【両丹地区】平林理事 
・11 月 30日 両丹地区秋季研修会開催（参加人数 28名） 
・ 地区委員会開催 (市立福知山市民病院) 
・2月 15日 冬季研修会開催予定 (福知山市) 
【西南部地区】松本理事（庶務理事代読） 
・11 月 15日 近畿地域学術大会の実行委員募集案内メール送信 
・令和 2年 1月か 2月に地区委員会を開催予定 
III．その他 
1）選挙管理委員会報告（松元委員） 
令和 2・3年度役員選挙では会員 20名の推薦する者はなし、理事会
の推薦する者として現職河本会長、現職久保田副会長でそれぞれ単数
であるため信任投票となった。投票用紙は 12月号ニュースと共にす
でに配布している。 
2）近畿学術大会実行委員会進捗状況報告（後藤理事） 
近畿学術大会実行委員会の進捗状況が報告された。 

以上、各議案について採択し承認された。(文責：中川稔章)  



(8) 京放技ニュース 令和 2 年 1 月 1 日  

     

 

 

 

中京区の病院にて常勤の募集があります。 

また、南区の病院にてパートの募集があります。 

詳しくは京放技事務所までお問い合わせください。 
 

 

 
 

先日に臨床セミナーと題して、京大附属病院の技師による研修会が 4 回にわたって行

われた。CT と MR を対象にそれぞれの担当者が 2 人ずつ解説していただきましたが、

私としては中堅であるので「世界標準がどうなっている」、「参考文献はこれである」と

いった説明が非常に役に立ちました。必死にメモをとりながら聞いていました。が、新

人からは「英語の論文を紹介されてもよくわからなかった」との意見も聞かれました。

それぞれ 2 回目の講演では「こういう場合はこうするようにしています」と現場の写真

を交えての解説がメインでした。これに関しては、私的にはわかり切った説明であった

のでメモを取ることとはなかったのだが、新人からは「とっても勉強になった！」との

意見が多かった。聴講者がどういった人たちなのかで研修会の価値が分かれるところで

あると実感できた。研修会は「新人のための」、「中堅のための」、「ベテランのための」

と分けて行うと有意義な内容になるだろう。ベテランのための研修会は技術学会に任せ

た方がいいと思うが、特に新人対象の研修会は会員のすそ野を広げる意味でも、技師会

の担当であると思う。開催場所をもっと交通の便のいいところで行いたいのであるが、

会場費の関係で簡単には実現しないのが歯がゆい。会員の皆様も地区理事や知り合いの

京放技役員に意見していただき、その意見が多く集まると実現に向けて動きやすくなる

ので、遠慮なくご意見をお寄せください。 編集委員会 中島智也 

 

理事会で決定、報告された重要事項 

 

 

 

1 月以降の京放技活動 

 

 

 

1 月以降の京都府以外での近隣講習会 

 
 

 

 

 

 

会 員 異 動 
【新卒入会】 7 名 

 森 奈菜（モリ ナナ） 千春会病院（西 3） 他 6 名 

【新入会】 10 名 

 

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 

1 月 25・26 日(土日) マネジメント研修会（西会場） ホテルフクラシア大阪ベイ 

2 月 22・23 日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 森之宮病院 

2 月 23・24 日(日月(祝)) 業務拡大に伴う統一講習会 和歌山市北コミュニティーセンター 

 編集後記 

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 

・令和 2・3 年度役員選挙では立候補者が理事会推薦の会長候補河本勲則、副会長候補久

保田裕一のそれぞれ単数なので、両名の信任投票となった。 

コニカミノルタジャパン株式会社 0570 - 011 - 203 


