
  令和 2 年 2 月 1 日 (1) 

   

京放技ニュース 
 

発行：(公社)京都府放射線技師会 
 

〒604－8472 京都市中京区西ノ京北壺井町 88－1 二条プラザ 

振込郵便口座 01070-3-11019 

ゆうちょ銀行 店名（店番）109 当座 0011019 シャ）キョウトフホウシャセンギシカイ 
 
 

 

 

(公社) 京都府放射線技師会副会長 久保田 裕一 

  

「一月往ぬる、二月逃げる、三月去る。」この言葉を年々、私は身に染みて強く実感す

るようになりました。「2 月は逃げて走る」正月が終わったばかりと思っていると、もう

3 月が間近で、2 月は格別早く過ぎるように感じる事で、本当にあっという間に時が過

ぎてしまうのを感じています。決して年齢的なものだけでは無いと思いたいです。今年

はうるう年でありますので、2 月は 29 日までといつもより 1 日多い日となりますね。

しかしながら、これも雀の涙ほどの慰めではありますね。 

さて、京都府放射線技師会は改選の年であります。私自身の事となりますが、先月の

副会長選挙では、再び会員の皆様から信任を頂きました。令和 2・3 年度も引き続き副会

長として京都府放射線技師会の事業に携わることとなります。どうぞよろしくお願いし

ます。また地区理事選挙も控えております。皆さんの所属する地区の代表者を決める大

切な選挙です。投票を宜しくお願いします。 

京都府放射線技師会の事業報告としましては、平成 27 年度より始まりました「業務

拡大に伴う統一講習会」を先月、京都第二赤十字病院で開催を行いました。平成 27 年度

より始まりました統一講習会を無事に終える事が出来ました。これを以て、京都府での

地方開催は終了となります。今後は、日本診療放射線技師会主催の講習のみとなります

が、大阪でも開催は予定しているようです。まだ未受講の方は引き続き受講をご検討下

さい。 

令和 2 年 2 月 9 日(日)。京都テルサに於いて、近畿地域診療放射線技師会学術大会を

開催します。6 年に 1 度の京都府開催となります。これまでに理事や委員が企画、運営

から準備に取り組んできました。一般演題のみならず、府民公開講座や特別講演、ラン

チョンセミナーに線量管理機器の展示ブース等多くの内容をご用意しておりますので、

是非ご参加くださいますようお願いします。 

近年、京都府放射線技師会も順調に会員が増えて、大変喜ばしく思っています。この

会員数の増加は、診療放射線技師法の一部改正により、診療放射線技師の業務拡大が法

的に認められたことが大きいと思っています。この講習を受講するためだけではなく、

会員の皆さんが、京都府放射線技師会員として継続していただける事業の企画及び運営

に、一生懸命に取り組んでまいります。3 月去るのは暦だけであることを切に願ってお

ります。 
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2月は逃げて走る 

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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令和 2 年 2 月 1 日 

各地区会員各位 

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 

 

(公社)京都府放射線技師会役員選任規程、第 2 章第 11 条、第 3 章第 12 条及び第

13 条第 14 条第 15 条第 16 条項の規程に基づいて、 地区選出理事候補者の選挙を

各地区所属会員の互選によって行います。 

各地区の有権者は、下記の要領に従って全員もれなく投票されますようお願い致し

ます。 

 

記 

 

(1) 地区被選挙権者名簿から 1 名を選出し、所定の投票用紙（同封のハガキ）で必ず

投票をして下さい。 

(2) 所定以外の用紙による投票は、無効とします。 

(3) 投票は無記名で行ってください。 

(4) なお、会長の指名による副会長候補者、及び、理事候補者は被選挙権者ではあり

ません。投票しないでください。 

(5) 投票締切日は令和 2 年 2 月 29 日(土曜日) 必着とします。  

以上 

 

 

 

 

令和 2 年 1 月 7 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 

令和 2・3 年度役員選挙に関する会長・副会長の信任投票の結果を下記の通り報告

を致します。 

記 

 

投票期間 令和元年 12 月 1 日～12 月 31 日 

有権者数：627 名、投票数：339 票、無効票：1 票、投票率：54.1% 

 

1．会長候補者 河本 勲則 君 信任：330 票 不信任：8 票 

2．副会長候補者 久保田 裕一 君 信任：334 票 不信任：4 票 

 

(公社) 京都府放射線技師会役員選任規定第 2 章第 10 条により、 

会長候補 河本 勲則 君、副会長候補 久保田 裕一 君を当選人とする。 

 

 選挙管理委員会委員長 中村 泰典 

 副委員長 林 浩二 

 委  員 松元 誠 

以上 

  

令和 2・3年度地区理事候補者の選挙に関する告示 

令和 2・3年度会長・副会長候補者信任投票集約結

果 
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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 

プログラム 
第 1 会場（テルサホール） 

 9:50～10:00  

開会宣言・開会の辞 

 10:00～11:00  

教育講演「将来の診療放射線技師像を求めて」 

座長 公益社団法人 京都府放射線技師会 会長   河本 勲則 

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 

 11:00～11:45  

挨拶 公益社団法人日本診療放射線技師会近畿地域理事 髙嶋 敏光 

紹介 ソウル特別市放射線士会 

表彰 地方功労者表彰 

挨拶  衆議院議員 畦元 将吾 

案内 第 36 回日本診療放射技師会学術大会案内 

 公益社団法人 宮城県放射線技師会 会長 立花 茂 

 12:10～12:50  

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 

 13:00～14:40  

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～ 

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 

 公益社団法人 京都府放射線技師会副会長  原口 隆志 

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～ 

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～ 

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 

 帝京大学医学部臨床研究医学講座 特任教授  浅原 哲子 

 14:50～16:30  

シンポジウム 「技師教育について」 

座長 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 

 日本診療放射線技師会理事  中村 勝 

 16:40～17:00  

学術奨励賞表彰・近畿地域理事賞表彰・次期開催県挨拶・閉会の辞 

 

令和元年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 
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第 2 会場（セミナー室 2、3） 
 9:55～11:05  
一般演題発表 1 CT 

座長 三菱京都病院 多冨 仁文 
1．造影 CT での年齢による造影剤減量の妥当性の評価 

 関西医科大学香里病院 柳下 明奈 
2．CTC における一次読影のための補助シートの作成 

 神戸市立医療センター西市民病院 岩佐 順平 
3．大腸 CT における深部結腸の固形残渣軽減についての検討 

 中井記念病院 奥田 晃英 
4．消泡剤を用いた大腸 CT の消泡効果の検討 

 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 池田 雄士 
5．当院における Dual Energy CT を使った大血管造影検査の造影剤減量の検討 

 京都第一赤十字病院 安藤 大貴 
6．生体弁置換術後患者における造影 CT 検査撮影法の最適条件に関する検討 

  －初期検討 
 京都府立医科大学附属病院 小坂 滋 

7．心電図同期 3D-CTAによる大動脈－肺動脈短絡血管の描出 
 京都桂病院 芝本 昂平 

 11:10～12:00  
一般演題発表 2 RI、放射線治療、教育 

座長 京都医療センター 若畑 旬弥 
 姫路医療センター 大西 孝志 

8．連続寝台移動型 PET 装置を用いた 
 全身ダイナミック撮影における SUV 値の変化とその考察 

 京都府立医科大学附属病院 田畑 梓 
9．ドーパミントランスポータ SPECT における撮像時間短縮の基礎的検討 

 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 兵藤 康弘 
10．国家戦略特区におけるフレキシブル PET と MRI,複合化への取り組み 

 京都大学医学部附属病院 中川 政幸 
11．頭部血管肉腫照射におけるボーラスの検討 

 京都府立医科大学附属病院 大北 哲也 
12．Virtual reality coaching system を用いた職業紹介は有用か？ 

 京都大学医学部附属病院 上田 克彦 
 12:10～12:50  
ランチョンセミナー2 富士フイルム 
「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社 営業部 IT ソリューション事業部 
  大島 俊介 

 13:00～14:00  
一般演題発表 3 MRI、接遇部門 

座長 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 小川 武 
13．VAT 併用による広視野撮像の検討 

 地方独立行政法人 奈良県立病院機構奈良県総合医療センター 
  阪本 由夏 

14．頭部 1.5T 非造影 3DTOF-MRA における Compressed SENSE の検討 
 京都第一赤十字病院 藤井 翔伍 

15．2D 撮像を用いた頭部 MRA の撮像時間短縮の検討 
 京都岡本記念病院 玉置 遼平 

16．垂直磁場タイプ MRI 装置における X 方向の SNR 測定に関する追加報告 
 風早会 外科野﨑病院 須賀 龍也 

17．MRI による脳梗塞体積測定の試み 
 橋本市民病院 三木田 正夫 

18．医療現場における外国語通訳の事例報告からみた 
 診療放射線技師の接遇についての考察 

 大阪はびきの医療センター 山村 好映 
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 14:05～14:55  

一般演題発表 4 一般撮影部門 

座長 京都岡本記念病院 三浦 健一 

19．整形外科医から依頼があった手関節側面 関節面撮影についての検討 

 独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院  谷口 雅基 

20．長尺撮影における一回照射法と X 線管回転法の測定精度の比較 

 奈良県立医科大学附属病院 樫田 直樹 

21．TKA 直後の膝関節正面撮影における X 線入射角の検討 

 独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院  田中 翼 

22．2 種類の検出器を用いた散乱線含有率の測定 

 大和高田市立病院 土井 康平 

23．マンモグラフィにおける超音波検査用ゼリーのアーチファクトの確認 

 三菱京都病院 桑原 奈津美 

 15:00～15:50  

国際セッション 

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 

24．Clinical examination of the CT brain surface image 

 Department of Radiology, Meimai central hospital Yasutaka Hada 

25．Usefulness of non-Gate lower extremity MRA 

 for arterial disease patients with arrhythmia 

Kyoto Prefectural University of Medicine Yasunori Nakamura 

26．A practical approach to prevent gantry–couch collision 

 for linac-based radiation therapy 

 Tane General Hospital Department of Radiation Oncology  

Masayuki Kusawake 

 

27．Association with clinical features and surgical indication  

 of obstructive sleep apnea patients 

 Konkuk University Medical Center Ki-Jeong Kim 

28．The Study on Combination of Parameters for Optimizing Image Quality and 

Radiation Output of Digital Radiography (DR) - Focusing on Signal to Noise Ratio 

(SNR), Contrast to Noise Ratio (CNR), and Time-to-Radiation Dose Curve Analysis 

 Kyunghee University Hospital  Jun-Ho Hwang 

 

 

第 3 会場（中会議室） 

 10:50～11:50  

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トラブルへの事前、事後の対処法～ 

座長 洛和会京都健診センター 林 浩二 

講師 北浜法律事務所 弁護士・医師 長谷部 圭司 

 12:10～12:50  

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 

 13:00～13:30  

女性活躍推進班打合せ 
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 13:30～15:00  

女性活躍推進班 パネルディスカッション 

「出産前後どーしてはりましたか？」～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） 
 10:00～12:00  

骨撮影分科会 

講演 I 「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 

講演 II 「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 

 13:00～14:30  

読影分科会 シンポジウム 

「医療安全の確保に向けた読影補助の体制整備について」 

座長 大阪市立大学医学部附属病院 市田 隆雄 

基調講演「医療安全と読影の補助」 

 りんくう総合医療センター 坂下 惠治 

「症例から見る診療放射線技師の読影補助と体制整備の重要性」 

 兵庫県立こども病院 前田 啓明 

「救急医療における画像診断に係る死亡事例の分析を受けた 

 診療放射線技師としての取り組み」 

 りんくう総合医療センター 藤村 一郎 

 14:40～15:40  

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」 

座長 京都中部総合医療センター 山根 稔教 

演者 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 

 15:40～16:10  

近畿地域放射線管理士会連絡会議 

 

 

 

企業展示 線量管理ソフト（6 社） 
 

被ばく線量統合管理システム『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「INFINITT DoseM」の紹介 

 株式会社インフィニットテクノロジー 

医療被ばく線量管理ソリューション MINCADIのご紹介 

 株式会社 A-line 

線量管理ソリューション｢DoseAware」「DoseWise Portal」 

 株式会社フィリップス・ジャパン  
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 第 9回理事会報告  令和 2 年 1 月 11 日
議長に平井理事、書記に松本理事を選任し、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） 

・12月 12日 近畿地域学術大会第 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 15日 日放技全国教育委員会会議 (日放技会議室) 

・12月 19日 令和 2年度予算編成会議 (京放技事務所) 

・12月 28日 近畿地域学術大会第 10回実行委員会 (京放技事務所) 

令和 2 年 

・1月 4日 近畿地域学術大会第 11回実行委員会 (京放技事務所) 

・1月 11日 令和元年度第 9回理事会 (京放技会議室) 

 近畿地域学術大会第 12回実行委員会 (京放技事務所) 

（計画） 

・1月 15日 京都府医療推進協議会代表者会議 (京都府医師会館) 

 近畿地域学術大会第 13回実行委員会 (京放技事務所) 

・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 近畿地域囲碁大会 (大阪府医師協同組合) 

・1月 25日 令和元年度第 1回技師長会 (府立医大会議室) 

・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 近畿地域第 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 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 12月 31日現在 658名（先月+1） 

（内訳）名誉会員 5名、正会員 629名、賛助会員 24社 

令和元年度新入会累計 108名（再入会 10名含む、転入会含まず） 

・12月 20・21・28日庶務委員会開催 (京放技事務所) 

・対外文書 62件、発刊文書 5件（12月 1～31日） 

・新入会 3名、再入会 1名を承認 

【財務】渡里理事 

・会費納入状況（令和元年 1月 4現在） 

令和元年度会費納入者 575名、会費未納者 50名 

・369,500円（12月）の歳入 

・事業費 380,831 円、管理費 97,195 円の歳出（12月） 

・12月 3・19日、1月 3日財務委員会開催 (京放技事務所) 

・会議室エアコンと事務所デスクトップ PC の新規購入を検討中。財
務判断にて購入する。 

【学術】後藤理事 

・12月 12日 第 9回近畿学術大会実行委員会開催 (京放技事務所) 

・12月 28日 第 10回近畿学術大会実行委員会開催 (京放技事務所) 

・1月 4日 第 11回近畿学術大会実行委員会開催 (京放技事務所) 

・1月 11日 第 12回近畿学術大会実行委員会開催 (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) 

・1月 15日 第 13回近畿学術大会実行委員会予定 (京放技事務所) 

・1月中 その他打合せ数回、京都テルサ最終打合せ視察計画 

・2月 5日 近畿地域学術大会実行委員会開催予定 (京放技事務所) 

・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 

・12月 16日 1月号ニュース編集作業 (田辺中央病院) 

・12月 23日 1月号ニュース校了 

・1月 12・13日 業務拡大に伴う統一講習会出務予定 (京都第二日赤) 

・1月 20日 2月号ニュース編集予定 (田辺中央病院) 

【広報・渉外】新井理事 

・12月 19日 阪急駅構内コミュニティボードへの貼付依頼 

・ 京都市福祉ボランティアセンターへ HP・SNS など掲
載依頼 

・1月 4日 保健指導リソースガイドに府民公開講座のリンク依頼 

・2月 1日 「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」書発刊予定 

・2月 4日 「第 55回京都病院学会第 1回実行委員会」開催予定 

  (京都私立病院協会会議室) 

・4月 10日 令和 1・2年度京都府補助金関連書類を作製・提出予定 

・第 55 回京都病院学会へ準備委員・座長の選出を要望 

【組織調査】蒲理事 

・12月 12日 学術大会実行委員会出席 (京放技事務所) 

・1月 8日 厚生・組織調査合同委員会開催 (京放技事務所)  

【厚生】中川稔章理事 

・1月 8日 組織調査・厚生合同委員会開催 (京放技事務所) 

・1月 19日 近畿地域診療放射線技師会囲碁大会開催予定 

  (大阪府医師協同組合) 

【情報】大西理事 

・12 月 12日 ホームページのトップページ更新 

・12 月 15日 近畿地域診療放射線技師会学術大会の演題登録の締め
切りと抄録の確認とまとめ 

・12 月 27日 近畿地域診療放射線技師会学術大会の抄録質疑への回答 

・1月 9日 ホームページのトップページ更新 

【管理士】山根理事（庶務理事代読） 

・1月 31日 京都府原子力防災訓練会議出席 (京都市) 

【両丹学術】橋岡理事 

・2月 15日 両丹地区冬季研修会予定 (福知山市市民交流センター) 

【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 

・12 月 15日 学術大会スタッフ調整メール配信 

【中地区】楡理事 

・12 月 17日 会長、副会長選挙はがき投函願い配信 

・12 月 22日 厚労省より画像診断報告書等の確認不足に対する医療安
全対策の取組についてのお知らせ配信 

・ 会長、副会長選挙はがき投函願いを再度配信 

・1月 8日 地区委員に学術大会関連の連絡 

・1月 12・13日 業務拡大に伴う統一講習会に 1名参加予定 

【東地区】中川政幸理事 

・12 月 11・23・27日 会長・副会長信任投票依頼メール配信 

・1月 6日 会長・副会長信任投票の投票率についてメール配信 

【西地区】平井理事 

・12 月 17日 西地区メールにて会費納入願い配信 

・12 月 20日 西地区メール追加登録 

・12 月 27～29日 1月号ニュース送付作業 (京放技事務所) 

・地区委員会を開催し、(仮)班編成を検討・決定 

【南地区】三浦理事 

・12 月 16日 会長副会長選挙ハガキ投函依頼を連絡網配信 

【両丹地区】平林理事 

・ 連絡メールを各施設へ配信 

・2月 15日 冬季研修会・新年会予定 (福知山市市民交流センター) 

【西南部地区】松本理事 

・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（中村委員長） 

令和 2・3年度会長・副会長候補者信任投票の開票を 1月 7日に行
った。投票数が 339票で、投票率が 54.1％であった。結果、会長候
補河本勲則君、副会長候補久保田裕一君を当選人とする。 

令和 2・3 年度地区理事候補者選挙の投票はがきを 2 月号ニュー
スとともに配布する。締切りを 2月 29 日とする。 

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。 

3）近畿地域診療放射線技師会教育委員会報告（原口副会長） 

診療放射線技師養成カリキュラムが 95 単位から 102 単位に増え
る。それに対応した統一講習会を 2021年春より始める予定である。
養成学校では 2022 年春入学の学生から授業に取り入れられる。厚
労省から指導・連絡が来ていないので、どのような内容の講習を行
うのかは現状では不明。 

医療放射線安全管理者養成講習会はどれも定員で即座に締め切ら
れた。次年度も東京で 4 回と、仙台、名古屋、兵庫、福岡で開催予
定。それぞれ 200名ほどを予定している。 

会員情報管理システム JARTIS が 8 月 10 日に新システム移行に
なる。移行時には様々な不具合が予想される。 

来年度の基礎技術講習予定は和歌山で MR検査、京都府で超音波、
兵庫で X 線 CT、滋賀で一般撮影を予定している。 

次年度に基礎講習医療基礎コース看護学を府立医大で開催予定。 

現在行っている「業務拡大に伴う統一講習会」は次年度に全国で
10回ほど計画されている。近畿では大阪で 3回（8月、10月、2021.2

月）行うことが決定している。明日・明後日に第二日赤で行う統一
講習会が京都での最後の開催になる。 

4）次期会長指名理事（河本会長） 

副会長：原口、庶務：後藤、財務：渡里、学術：中川政幸、編集：平
井、組織調査：蒲、広報渉外：三浦、厚生：中川稔章、情報：大西、
両丹学術：橋岡。以上の者は地区理事候補者から削除。 

以上、各議案について採択し承認された。(文責：松本) 
  

コニカミノルタジャパン株式会社 0570 - 011 - 203 



(8) 京放技ニュース 令和 2 年 2 月 1 日  

     

 

 

宇治市内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。 
 

 
 

 今月 9 日(日)に、京都テルサで「令和元年度近畿地域診療放射線技師会学術大会」が

行われる。現在、学術委員を中心に実行委員会会議を重ねて計画中であるが、内容が濃

く、同時開催の講演にどちらも行きたくなるような場面が多くて、悩んでしまうほどで

ある。近年、この近畿地域学術大会には韓国の技師会を招待している。数年前に行われ

た学術大会での韓国との親睦会に参加したことがあるが、彼等は日本語で完璧に会話で

きる。「スマホは Samsung（韓国企業）が世界一だよ」と iPhone（アメリカ企業）を手

に持って言ってたので、「iPhone 使ってるがな！」と突っ込んでしまったが、そういっ

たジョークまでもが完璧である。日本語が完璧ということは、英語も完璧である。彼等

の演題も英語である。ソウル大学病院に勤務しているという彼に病院の規模を聞くと、

1,600 床とのこと。日本にはその規模の病院は存在しない。そんな超々エリートとの交

流は、この機会にしかない。小生にとって、この交流が一番の目的であるのは大きな声

では言えないが（勉学が目的と言っておかないと…）、非常に楽しみにしている。 

 編集委員会 中島智也 

理事会で決定、報告された重要事項 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2 月以降の京放技活動 

 

 

2 月以降の京都府以外での近隣講習会 

 
 

 

会 員 異 動 
【新入会】 3 名 

中川 渉（ナカガワ ワタル） 洛和会音羽記念病院（東 3） 他 2 名 

【再入会】 1 名 

【転出】  3 名 

肥後谷 瞬 京都府立医科大学附属病院（北 3） ⇒ 奈良県技師会へ 

浅野 早也香 三菱京都病院（西 1） ⇒ 愛知県技師会へ 

下池 綾 京都大学医学部附属病院（東 4） ⇒ 東京都技師会へ 

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 

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 

・ 令和 2・3 年度役員選挙で会長候補河本勲則、副会長候補久保田裕一がそれぞれ当選。 

・ 次期会長指名理事は副会長が原口隆志、庶務が後藤正、財務が渡里弘、学術が中川政

幸、編集が平井靖、組織調査が蒲順之、広報・渉外が三浦健一、厚生が中川稔章、情報

が大西孝志、両丹学術・広報が橋岡康志。 

・ 診療放射線技師養成カリキュラムが現状 95 単位から 102 単位に増え、それに対応し

た統一講習会を 2021 年春より始める予定。内容は未定。 

・ 現在行っている「業務拡大に伴う統一講習会」は、次年度に近畿では大阪で 3 回行う。 

・ 医療放射線安全管理責任者講習会は次年度に全国で 8 回開催予定。 

・ 日放技の会員情報管理システム JARTIS が 8 月 10 日、新システムに移行する。 

 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 

 求人のお知らせ 


