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（公社）京都府放射線技師会 副会長　久保田　裕一

　令和 2年度も残り僅かとなりました。今年度はこれまでにない新型コロナウィルス感染
症の影響を大きく受けて、京都府放射線技師会も事業を思うように展開することが出来ま
せんでした。また 3月に予定しておりました府民公開講座は府民及び会員の皆様の安全を
優先に考え、中止とすることを先日の理事会で決定しました。例年、多くの府民の方々に
参加して頂き、本会にとっても重要な事業でありましたが、残念ながらこのような結果と
なりました事をお詫びいたします。
　昨年 4月に「緊急事態宣言」が発令されて以降、夏頃から第 2波、また第 3波と感染者
数は増大し、先月には 1日の感染者数が東京で 2千 4百人を超える日もありました。重症
者数も増え、重症患者用の病床の空き状況も緊迫していると報道されています。関西でも
過去最高の感染者数が出たとニュースの報道を幾度となく耳にしました。1月 13 日に「緊
急事態宣言」が関西でも大阪、兵庫、京都を含め拡大されました。緊急事態宣言のあり方
については色々とご意見があるかと思いますし、私自身も本当にこの内容が感染の縮小に
繋がるのか疑問視しています。新型コロナウィルスが初発流行して約 1年が経った今尚、
我々の生活を苦しめているこの感染症。更なる感染力の強い新型コロナウィルス感染症（変
異株）も国内で確認されたとあり、未だに先の見えない不安の中での生活を強いられてい
ます。
　京都府下の医療施設でも新型コロナウィルス感染症によるクラスタが発生し、一部医療
を提供できなくなる事態が起きています。当院においてもスタッフは見えない感染症対策
の長期化に疲弊しており、通常業務に加えて新型コロナウィルス感染症対策による業務量
の増加。胸部CTや胸部エックス線撮影の件数増加。感染に関する情報がスタッフ間で共
有できていない連携不足による不満や不安感等、様々な問題が生じています。先が見えて
こない現状にモチベーションを保つことも困難になってきています。世間では医師や看護
師のみがクローズアップされていますが、診療放射線技師の皆さんも医療現場の前線で患
者さんと携わり、感染するかもしれない不安の中で医療を提供してくれています。本当に
ご苦労様です。感染対策を十分に行い、ご自身を守ってください。
　私は今まで、技師会においては横の繋がりの大切さを自身の経験から訴えてきました。
然しながら新型コロナウィルス感染症は人が集まること、人と談笑する機会、会食を伴っ
た会員間の親睦の場を取り上げてしまいました。人の繋がりを紡ぎにくい世の中となって
います。医療従事者が不当な扱いを受ける間違った社会とならないように心から願ってい
ます。心を繋ぎ、想いを紡いで新型コロナウィルス感染症に慣れることなく、耐えるチカ
ラを持って打ち勝ちましょう。
　次年度はオンラインを中心とした事業展開になることが予想されます。会員の皆さんと
直接お会いする機会は減りますが、どうぞご理解いただき、技師会への協力を引き続きよ
ろしくお願いします。

京放技事務所開所時間（月～金の午後 1時～ 5時）
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学術委員会　中川　政幸

　会員の皆様、本年度は感染症拡大のため学術活動が滞っていましたが、この度
Microsoft Teams を用いたセミナーを開催いたします。
　今回は、CT、MRI の技術的トピックスを中心に、各社より講演（30 ～ 40 分程度）を行っ
ていただきます。

　　　　　　　　令和 3年 2月 10 日（水）　19:00　（18:30 より入室可能）
　　　　　　　　　　CT：キヤノンメディカルシステムズ　　
　　　　　　　　　　MRI：GEヘルスケア・ジャパン

　　　　　　　　令和 3年 2月 24 日（水）　19:00　（18:30 より入室可能）
　　　　　　　　　　CT：フィリップス・ジャパン　
　　　　　　　　　　MRI：シーメンスヘルスケア

参加方法
1. 下記の QRコードより参加登録を行っていただきます（技師会ホームページにリンク
　あり）。
2. 開催日間近になると、登録したメールアドレスに入室（参加）アドレスが届きます。
3. 開催時にアクセスして、施設名、お名前を入力していただき、入室となります。
4. 参加時は各自のマイク、カメラはOFFにしていただき、質問はチャットにてお願いし
　ます。

注意事項
・講演内容には知的財産権を含みますので、撮影、録画、録音、二次使用を禁止いたします。
・Web 開催の学術活動は会員限定にて開催します。
・これからのWeb での学術活動は、Microsoft Teams を用いることを基本としますので、
　予めアプリを PCにインストールしてください。（スマフォからでも参加できます）
・従来の研修会、開催回数はサブタイトルとし、学術活動のタイトルはその都度提案し
　ます。
・今回参加登録していただくと、次回開催時には参加登録していただかなくても、登録
　アドレスに参加方法が届くようになります。

　　　QRコード
 

　　　参加登録アドレス
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvHmkB7CTsctJ6UD7Eio3KXS6Iqr7LG2
CUEQUiA6bulzGpQ/viewform

CT・MRI  Webセミナー（第579回、第580回研修会、会員限定）

コニカミノルタジャパン株式会社　0570-011-203
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【組織調査】蒲理事
・経過報告・活動予定・報告事項
　特になし
【厚生】中川稔章理事
・経過報告・活動予定・報告事項
　特になし
【情報】大西理事
・経過報告：
12 月 10 日　両丹地区の teams アドレス作成
12 月 11 日　各委員会Web 会議のマニュアル作成
12 月 16 日　各委員会Web 会議のマニュアル作成、配布
　　　　　　会員用提供資料のパスワード発行依頼を確認
1月 5日　　ホームページ（トップページ）を更新
・提案事項：
　理事会のWeb 中継に関して、今回テスト施行、来月より試験
　的に導入する
【管理士】山根理事
・経過報告・活動予定・報告事項
　特になし
【両丹学術】橋岡理事
・活動予定：
12 月 24 日　地区委員会（Web）  両丹地区研修会の開催について
【受賞者選考委員会】河本会長
・報告事項：
　特になし 
II．地区経過報告及び計画に関する件
【北地区】安藤理事
・報告事項：
12 月 10 日　第 36 回日本診療放射線技師学術大会の参加登録お
　　　　　　願いメール配信
【中地区】尾関理事（欠席）
・経過報告
12 月 7 日　　メールにて地区委員へ、
　　　　　　「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正」情報提供
12 月 10 日　メールにて地区委員へ、
　　　　　　「第 36 回日本診療放射線技師学術大会Web 開催事
　　　　　　前登録」情報提供
12 月 25 日　メールにて地区委員へ、
　　　　　　「省令に関するパブリックコメント意見募集の開始」
　　　　　　お知らせ
【東地区】加藤理事（欠席）
・報告事項：
12 月 11 日　メールにて地区委員へ、
　　　　　　「第 36 回日本診療放射線技師学術大会Web 開催事
　　　　　　前登録」お願い
【西地区】森理事
・報告事項：
12 月 11 日　メールにて地区委員へ、
　　　　　　「第 36 回日本診療放射線技師学術大会」参加登録の
　　　　　　お願い
12 月 11 日　メールにて地区委員へ、
　　　　　　「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正」につい
　　　　　　ての資料を情報提供
12 月 11 日　メールにて地区委員へ、
　　　　　　日本診療放射線技師会からの「令和 2年給与動向調
　　　　　　査」を依頼
【南地区】杉原理事
・報告事項：
12 月 10 日　メールにて地区委員へ、
　　　　　　第 36回日本診療放射線技師学術大会の参加登録依頼
【両丹地区】村上理事
・報告事項：
12 月 24 日　Web 会議にて地区委員会開催
1月　　　　各施設へ京放技からの情報提供をメール送信
・地区予定
　令和 3年 3 月 24 日Web にて技師会両丹地区と北京都MRI の
　合同勉強会の開催
　技師会部分は福知山市民病院の橋岡理事に線量管理の現場運用
　について
　北京都MRI 部分は整形外科のDr. 講演を企画中
【西南部地区】松本理事
・報告事項：
　特になし
III．その他
1）日放技教育委員会幹事者会議報告（原口副会長）
　児玉副会長より、医師へのタスクシフト・シェアに伴う告示研
　修について
　2024 年 4 月から医師の労働時間減少させるために、タスクシ
　フティングする
　今後研修会が義務化されることが了承
2）日放技代議員選挙と立候補者の選出について（河本）
　代議員 4名京都から選出する必要あり
　会長、副会長に加え後藤理事で 4名（補欠大西理事）　承認
以上、各議案について採択し承認された。　　　　（文責：平井）

議長に山根理事、書記に松本理事を選任し午後4時30分より議事開始
I．経過報告及び計画
1）経過報告および計画 河本会長
・経過報告：
12 月 12 日　日放技教育委員会幹事者会議　　　　　　（Web 会議）
12 月 22 日　令和 3年度予算委員会　　　　　　　（京放技事務所）
令和 3年
1月 8日～ 1月 31 日
　　　　　　第 36 回日本診療放射線技師学術大会　　（Web 開催）
1月 9日　　令和 2年度第 8回理事会　　　　　　（京放技会議室）
・計画：
2 月 6 日　　令和 2年度第 9回理事会　　　　　　（京放技会議室）
2月 10 日　　Web 研修会　　　　　　　　　　　　　（Web 開催）
2月 13 日　　令和 2年度近畿地域診療放射線技師会会長、
　　　　　　副会長会議・教育委員会予定　　　　　　（Web 開催）
2月 24 日　　Web 研修会
3月 6日　　令和 2年度第 10 回理事会　　　　　　（京放技会議室）
2）各委員会報告及び計画
【庶務】後藤理事
・会員数 12 月 31 日現在 654 名（11 月から +1）
　（内訳）名誉会員 4名、正会員 628 名、賛助会員 22 名（社）、
　再入会 1名
・報告事項：
12 月 15 日　学術委員会　打合せ（後藤）
12 月 19 日　公開講座後援申請作業（後藤）
12 月 22 日　事務員給与準備、公開講座後援申請作業、
　　　　　　予算委員会（後藤）
12 月 23 日　事務所リフォーム打合せ（後藤）
12 月 25 日　収発文書整理（楡）
12 月 26 日　事務所リフォーム打合せ（後藤）
・対外文書：（11 月 1 日～ 11 月 30 日）  84 件
12 月 2 日　　給与調査の期間延長について　　　　（JART事務局）
12 月 3 日　　内閣府からの意見募集について（お知らせ）

（京都府総務調整課公益法人係）
12 月 9 日　　「請求症の送付」の件名に関するメールについて 

（宮城県放射線技師会）
12 月 16 日　令和 2年度年会費再請求伴う納入催促について 

（JART事務局）
12 月 22 日　代議員選挙の実施について（お願い）（JART事務局）
12 月 23 日　省令に関するパブリックコメント意見募集の開始に
　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　（JART事務局会）
12 月 28 日　無料相談会のご案内（１/20 東京 １/29 福岡）

（公益財団法人 公益法人協会）
・発刊文書：（11 月 1 日～ 11 月 30 日） 3 件
12 月 19 日　府民公開講座後援申請書
12 月 20 日　令和 2年度第 8回理事会開催通知
・承認報告事項：
　再入会 1名、
【財務】渡里理事
・会費納入状況（令和 2年 11 月末日現在）
　令和 2年度会費納入者 537 名、令和元年度会費未納者 8名
・報告事項
12 月 22 日　令和 3年度　予算委員会（渡里）
12 月 28 日　12 月歳入、歳出 財務処理（渡里、森）
【学術】中川政幸理事
・報告事項：
12 月 15 日　府民公開講座、庶務と打ち合わせ
・今後の予定：
2月 10 日　　CT（キヤノン）MRI（GE）Web セミナー

（第 579 回研修会、会員限定）
2月 24 日　　CT（フィリップス）MRI（シーメンス）Web セミナー

（第 580 回研修会、会員限定）
2月 28 日　　府民公開講座　中止
【編集】平井理事（欠席）
・経過報告：
12 月 3 日・4日
　第 7回 理事会資料作成・印刷
12 月 16 日・18 日・19 日・23 日・24 日
　1月号ニュース 編集作成・校閲（村上・中島）・校了 作業
12 月 28 日
　令和 3年 1月号技師会ニュース発送業務
・活動予定：
　令和 3年 2月号ニュース編集・校閲作業予定
【広報・渉外】三浦理事
・活動予定：
　1月 27 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　発刊作業
・提案事項：
　毎年 6月に開催されていた、京都病院学会ですが秋開催（9月
　もしくは 10 月）になるという報告がありました。第 1回実行委
　員会も 4月もしくは 5月予定となりました
　病院学会開催方法について、主要な講演等は会場型、一般演題
　はWeb 方式で検討中

令和 3年 1月 9日（京放技会議室）第8回理事会報告
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統一講習会予定
2021 年
 2 月 20・21 日 大阪（開催は中止となりました）
 2 月 27・28 日 東京

2月以降の日放技・京放技活動

会員異動

編集：（公社）京都府放射線技師会編集委員会　印刷：（有）修美社

京都府放射線技師会　会　　長　河本　勲則
       学術理事　中川　政幸
　平素は当会の活動におきましてご協力を賜りありがとうございます。
　新型コロナウィルス感染症が再拡大している状況を鑑み、参加予定の皆さまの健康と安全面を
最優先に考慮した結果、誠に勝手ながら例年 2月に開催していました府民公開講座は今年度は中
止することといたしました。何とぞご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和 2年度　府民公開講座中止のお知らせ

3月Web研修会予告
脳神経外科　Webセミナー（第581回研修会、会員限定）

　　　脳神経外科医による、機能的脳神経外科と放射線診断について研修会を開催します。
令和 3年 3月 17 日（水）　19:00 ～ 20:00
「機能的脳神経外科と放射線診断」
京都大学医学部附属病院　脳神経外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　菊池隆幸　先生

　　　詳細は、京放技ホームページ または 次回 3月号ニュースでご確認下さい。

　私がニュース編集を担当させて頂き、はや半年が経過しました。コロナ禍でのスタートで未だ
に明るいニュースをお届けさせていただいた記憶がありません。しかも今回、京都にも二度目と
なる「緊急事態宣言」が発令されました。不要不急な外出・移動の自粛、三密禁止、感染予防対
策の徹底等、今更言われなくてもこの記事を読んで頂いている会員の皆様には当たり前の日常行
動だと思います。しかしTVニュースを見ていると、「仕事終わりに飲めない」「ストレスが溜まる」
「気にしない」「夜飲めないなら、昼間からキャンペーン」など、終息はまだまだ先のような気が
します。
　しかし、コロナワクチンの接種も近々始まろうとしています。これを転機に感染拡大や重症化に
歯止めがかかり、終息に転じることを願っています。
　近いうちに会員の皆様と学会や勉強会でお会いし、語り合える日（飲み会も）を楽しみに、引き続
き私も医療業務を遂行していきます。皆様におかれましても体調に気をつけてお過ごしください。

編集委員会　平井　靖

編集後記

株式会社　島津製作所　075-811-9111

【再入会】　1名


