
令和 2年 5月 1日京放技ニュース （1）

（公社） 京都府放射線技師会副会長　久保田　裕一

　中国の武漢市で初発流行した新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患。国内では
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号の乗客者が集団感染したとテレビから流
れるニュースの放送をどこか遠い国の事のように聞いていました。4 月 16 日、国内
の感染者数は 8,582 例と拡大しています。4 月 7 日に改正新型インフルエンザ等特別
措置法に基づき国内初の「緊急事態宣言」が出され、関西でも大阪府と兵庫県が対象
となりました。また 16 日には 7 都道府県に京都府など 6 道府県を加えた 13 都道府県
が「特定警戒都道府県」と位置づけられました。そして 17 日全国に対する警戒措置
となりました。
　皆様の施設も新型コロナウイルスの対策を行いながら診療に従事されていることと
察します。目に見えないウイルス、マスクをはじめとする医療物資の不足、日々変化
する対策に対応をしなければいけない環境等に職員は大きなストレスを受けていま
す。
　新型コロナウイルス感染疑いの患者さん、院内の職員からの陽性反応。集団感染（ク
ラスター）の恐怖。いつ自身が感染しても不思議ではない状況での我々の業務は、非
常に精神的な負担を感じていると思います。その中で頑張っている医療人への風評被
害も聞こえてきます。本当に辛い時期を体験しています。しかしながら胸部エックス
線撮影、胸部 CT 撮影は新型コロナの確定診断とはなりませんが、肺炎の診断には必
要な検査であり、私たちの力が求められています。
　物資の不足により標準予防策（スタンダードプリコーション）さえ対応できない環
境になるとは思ってもいなかったです。しかしながら、この環境下でも真摯に医療現
場で働く皆様に敬意を表します。くれぐれも自身の感染予防に十分に努めてください。
京都府放射線技師会も一部の事業の中止をやむを得ない状況となっています。今後も
多くの事業の展開が未だに予想できない状況です。会員の皆様にはご迷惑をおかけし
ておりますが、この今までにないウイルスとの戦いが終息するまでご理解をお願いし
ます。
　このニュースの巻頭言が、この様な皆様にとって苦痛な内容となりましたことをお
詫びいたします。医療の前線で踏ん張っている皆様の頑張りに敬意を表するとともに
応援をしたい気持ちで書きました。くれぐれも自分や家族の身を守ることを忘れずに、
今の時期を耐え抜きましょう。ご自愛ください。

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

発 行：（公社）京都府放射線技師会
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/

〒604-8472  京都市中京区西ノ京北壺井町 88-1 二条プラザ

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
振込郵便口座 01070-3-11019

5　 2020
（通算720号）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
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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

　京放技ニュース 4 月号にて、第 73 回通常総会を 5 月 9 日に開催すると会告でお知らせ

しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、また京都府にも緊急事態宣

言が発令されましたことから、参加者および役員の健康と安全を第一に考慮した結果、

予定しておりました通常総会の開催日時を延期することといたしました。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　なお、今後の日程につきましては、開催日時が決定しましたら、会員の皆様へは改め

て京放技ニュースおよびホームページ上でご案内申し上げます。

　ご出欠のハガキをまだ投函されていない会員様におかれましては、今回の案内につい

ては破棄していただければと存じます。既にご返信をくださっていた会員様、またご出

席を予定されていた会員様にはお手数、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。お

手数ですが、改めてご出欠はがき（委任状）を発送いたしますので、ご投函よろしくお

願い致します。会員の皆様、くれぐれもご自愛のほどお願い申し上げます。

第73回通常総会開催の延期について

学術委員会　後藤　正

　第 579 回研修会を通常総会の前に開催する旨お知らせしていましたが、新型コロナウ

イルス拡散防止のため中止することとなりました。ご理解のほど、お願いいたします。

組織調査委員会　蒲　順之

　自施設や近隣施設に今年度新入職者がおられましたら、新入職者名・氏名・施設名を

技師会事務所に FAXまたはメールにて教えて頂きたく思います。いただいた情報は厳

重に管理し、入会案内等の送付のみに使用させていただきますので、よろしくお願いし

ます。

第579回研修会中止のお知らせ

～新入職者を探しています～

株式会社　島津製作所　075-811-9111
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【両丹学術】橋岡理事（庶務理事代読）
・3 月 13 日　メールにて COVID-19 に係る診療放射線技師の防護
　　　　　　衣について両丹会員に配信
・3 月 25 日　メールにて令和 2 年度地区理事と夏季研修会につい
　　　　　　て相談
・4 月 1 日　メールにて診療報酬改定速報を配信
【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（庶務理事代読）
・3 月 4 日　　地区委員調整
・3 月 18 日　地区委員調整
・3 月 22 日　情報共有メール配信
【中地区】楡理事（庶務理事代読）
・3 月 8 日　　2020 年度診療報酬改定に関する官報公示について、
　　　　　　を配信
　　　　　　地区理事選挙結果に対して地区委員に説得依頼をお
　　　　　　願い
・3 月 11 日　日放技からの新型コロナウイルス感染症拡大防止に
　　　　　　向けた本会主催の講習会等の対応方針について、を
　　　　　　配信
・3 月 17 日　新型コロナ感染者の CT 検査時の対応についての情
　　　　　　報提供を配信
・3 月 18 日　訃報連絡
・　　　　　Ai 撮影時のコロナ感染対策マニュアル、コロナ患者
　　　　　　の CT 画像診断 case report を配信
・3 月 31 日　令和元年度中地区活動報告書を編集理事へ送信
・4 月 2 日　　2020 年度診療報酬改定の速報版配信
・　　　　　会員の地区異動について西地区理事に連絡
・4 月 10 日　第 579 回研修会の中止のお知らせと、総会出欠はが
　　　　　　き（委任状）投函のお願い、新卒入職者紹介のお願
　　　　　　いの連絡を配信
【東地区】中川政幸理事
・3 月 18 日　訃報連絡
・4 月 8 日　　第 73 回通常総会出欠届について投函依頼
【西地区】平井理事（庶務理事代読）
・3 月 19 日　西地区連絡網にて訃報連絡
・3 月 23 日　西地区連絡網メールの追加・訂正
【南地区】三浦理事
・3 月 18 日　訃報連絡配信
【両丹地区】平林理事（庶務理事代読）
・京放技よりの情報提供を各施設へメール送信
【西南部地区】松本理事（庶務理事代読）
・報告事項なし
III．その他
1）令和元年度期末監査報告（轟・武部監事）
　轟、武部監事より令和元年度期末監査が報告された。
2）令和元年度事業報告書（案）（河本会長）
　令和元年度事業報告（案） を承認。
3）令和元年度決算書（案）（渡里理事）
　令和元年度決算報告（案） を承認。
4）第 73 回通常総会について（皿谷理事）
　通常総会について打ち合わせを行った。感染拡大防止のため地
　区理事は出席せず、常務理事が出席することを承認。総会開催
　の延期もあり得て、その場合、委任状は延期した総会でも有効
　であることを承認。一般会員 10 名の参加が必要不可欠である
　ため、地区理事は数名の出席者を確保することを承認。

以上、各議案について採択し承認された。　　　　（文責：皿谷）

議長に後藤理事、書記に皿谷理事を選任し午後 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）
・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）
（計画）
・5 月 9 日　　京都府放射線技師会第 73 回通常総会、
　　　　　　令和2年度第2回理事会　　　　　（ルビノ京都堀川）
・6 月 6 日　　日放技第 81 回定時総会（中止決定）（東京日経ホール）
・6 月 6・7 日　全国会長ワークショップ（中止決定）（日放技会議室）
・6 月 13 日　令和 2 年度第 3 回理事会 京放技会議室
・6 月 14 日　第 55 回京都病院学会（Web 開催） 池坊短期大学
・6 月 28 日　フレッシャーズセミナー、全地区委員会、
　　　　　　第 579 回研修会、フレッシュ診療放射線技師の集い

（セントノーム京都）
2）各委員会報告及び計画
【庶務】皿谷理事
・会員数 3 月 31 日現在 665 名（先月 +1）
（内訳）名誉会員 5 名、正会員 635 名、賛助会員 24 社
転入 3 名、転出 2 名
令和元年度新入会累計 116 名（再入会 10 名含む、転入会含まず）
・3 月 12・16・20・27 日 庶務委員会開催　　　　　（京放技事務所）
・対外文書 80 件、発刊文書 3 件（3 月 1 ～ 31 日）
・転入会 3 名を承認
【財務】渡里理事
・会費納入状況（令和 2 年 3 月末日現在）
令和元年度会費納入者 600 名、会費未納者 25 名
・299,250 円の歳入（3 月）
・事業費 501,677 円、管理費 226,642 円の歳出（3 月）
・3 月 4・14・27・30 日 財務委員会開催　　　　　（京放技事務所）
【学術】後藤理事
・5 月 9 日　　第 579 回研修会開催予定（中止決定）（エーザイ CO）
【編集】中島理事
・3 月 16 日　4 月号ニュース編集作業　　　　　　（田辺中央病院）
・3 月 26 日　4 月号ニュース校了
・4 月 20 日　5 月号ニュース編集作業予定　　　　（田辺中央病院）
【広報・渉外】新井理事
・3 月 31 日・4 月 3 日　令和元年度 /2 年度京都府補助金関連書類
　　　　　　　　　　　作成　　　　　　　　　　（京放技事務所）
・4 月 4 日　　令和元年度 /2 年度京都府補助金関連書類を発刊
・ 　　期末監査出席　　　　　　　　　　（京放技事務所）
・4 月 7 日　「第 55 回京都病院学会第 3 回実行委員会」（中止決定）
・5 月 12 日　「第 55 回京都病院学会第 4 回実行委員会」開催予定 

（京都私立病院協会会議室）
【組織調査】蒲理事
・3 月 26 日　西地区班編成案内発送作業　　　　　（京放技事務所）
・4 月 9 日　　新人紹介依頼作業
・5 月中旬　　組織調査委員会開催予定
・6 月 28 日　全地区委員会開催予定
【厚生】中川稔章理事
・6 月 28 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）
【情報】大西理事（庶務理事代読）
・3 月 17 日　ホームページのトップページ更新
・3 月 31 日　ホームページのトップページ更新
・4 月 7 日　　ホームページのトップページ更新
・ 　　会員用提供資料のパスワード発行依頼を確認（0 件）
【管理士】山根理事
・3 月 12 日～ 4 月 3 日　診療用放射線に係る安全管理体制に関す
　　　　　　　　　　　るアンケート調査実施
　　　　　　　　　　　（122 施設へ発送、59 施設から回答）

令和 2年 4月 11 日第1回理事会報告
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【転入会】　3 名
【転出】　　2 名
【訃報】　　田村 知之（洛和会音羽病院）御尊父　3 月 18 日御逝去

会　員　異　動

• 総会前に開催予定だった第 579 回研修会が中止になった。
• 令和元年度事業報告（案）、決算報告（案） が承認された。

理事会で決定、報告された重要事項

　日未定
   6 月 28 日（日）

第 73 回通常総会 　　　　　　　　　　　　　　場所未定
フレッシャーズセミナー、全地区委員会、第 579 回研修会
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

5月以降の京放技活動

新年度のイベントは決まっていません。

5月以降の京都府以外での近隣講習会

編集：（公社）京都府放射線技師会編集委員会　印刷：（有）修美社

広報 ･ 渉外担当理事　三浦　健一

　毎年恒例の京都病院学会（京都私立病院協会 ･ 京都府病院協会主催）を、6 月 14 日（日） 

に開催を予定しておりましたが新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から多くの人

が密集する環境を避けるべく当初開催予定であった池坊短期大学では開催せず Web を

活用した学会を実施することといたしました。本学会に関わる方への感染防止に配慮し、

慎重に検討した結果、このような方針となりましたことを何卒ご理解賜りますようお願

い致します。

　また Web サイトのイメージ・配信動画の閲覧手順や閲覧期間などは今後の会議で決定

いたしますので、今しばらくお待ちください。

　詳細は HP にてご参照くださるか、または京都病院学会事務局 075 － 354 － 8838（直通）

までお問い合わせください

「第55回京都病院学会」開催のお知らせ

コニカミノルタジャパン株式会社　0570-011-203


