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　日も短くなり、つい先日まで暑い暑いと言っていたのが、朝、外に出ると涼しく感じ、
季節の移り変りを感じています。社会状況といたしましては、新型コロナウイルス感染症
の第 7波の猛威に衰えが見えてきたところで少し活動に自由が増えてきたようにも思い少
し喜んでいます。ニュースではウクライナ情勢や急激な円安など、なんだかネガティブな
事も耳に入ってきますが、頑張って前向きにと思っています。
　私事ではありますが、先月のニュースにも掲載していただきましたが、厚生労働大臣表
彰を受賞しました事につきまして会員皆様の支えによるものと改めて感謝申し上げます、
　さて、未だにコロナに振り回されているところではございますが、対策等しながら様々
な活動が活発になってきていることを実感しております。9月には兵庫県で開催の日放技
学術大会にも現地に参加し、久しぶりに多くの方と顔を合わすことができ、Web のみの
大会とは違い講演者や発表者の熱意が感じられ、Web や会場型双方のメリットを感じる
ことができました。当会といたしましても 8月の告示研修も無事開催する事ができ、9月
には電離箱式線量計校正研修会、10 月にはWeb ではございますが臨床セミナーも実施し
てまいりました。
　今後についてWeb では 11 月、翌年 1月に臨床セミナーを予定していますし、実習や会
場型研修会として 11 月と翌年 2月に京都府立医科大学看護学舎にて告示研修を予定、3月
に京都駅前の会場をお借りして京都府放射線技師会学術大会と府民公開講座を開催するべ
く準備を進めております。研修会以外でも学遊会（サイクリング）、近畿地域野球大会の
開催が決まっております。
　まだまだ、感染症による対策を講じる必要など制約はありますが、会員の皆様と顔を合
わせて共に研鑽、情報交換ができることも大事に思っており、今後そのような企画が可能
となっていく事を期待しております。
　だいぶ以前にも申し上げましたが、ポストコロナにコミュニケーションスタイルの変革
もあり、Web による事業はこれからも続いていきますし、どちらかというと主流になり
そうですが、様々な形態や方法を上手に活用できるように技師会としましても、ついてい
きたいと思います。
　「2025 年問題」「2040 年問題」等、医療を取り巻く環境の変化にも対応するためにも「パ
ラダイムシフト」が不可欠と考えています。それについても積極的に情報発信できればと
思っております。
　会員皆様と研鑽・情報共有をしていきたいと思っていますので、いつもの事ではありま
すが会員の皆様の積極的な参加とご意見をお願いいたします。

何とかついていきます

11　2022
（通算750号）
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公益社団法人　京都府放射線技師会

庶務理事　後藤　正

　第 38回日本診療放射線技師会学術大会（令和 4年 9/16-18 神戸国際会議場於）において、

当会会長、河本勲則氏が社会貢献賞（江間賞）を受賞されました。江間賞とは、かつて

日本診療放射線技師会理事・監事を歴任され、診療放射線技師職の発展に尽力された故・

江間忠先生のご遺志を引き継ぐために、年間を通して社会貢献活動に特に優れた功績の

ある会員を表彰するために設立されました。河本氏は本会の理事、会長を長きにわたり

務めて頂き、当会の発展に多大な功績を残されています。今回は全国で 8名が受賞され

ており、河本氏の技師会での活動が高く評価され、認められました。江間賞の受賞、誠

におめでとうございます。

　河本勲則氏の益々のご活躍、ご健勝を祈念し、心よりお祝い申し上げます。

～ 江間賞表彰 受賞式典 ～

日本診療放射線技師会より社会貢献賞（江間賞）受賞おめでとうございます

株式会社　島津製作所　075-811-9111
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学術委員会　中川　政幸

　　　　令和 4年 11 月 24 日（木）　
	 　Web セミナー（Microsoft	Teams）	18:30 ～ 20:00（18:20 より入室可能）

　　　　　「心電図を通した心臓CT検査」
　　　　　　1,	心電図の基本（50 分）
　　　　　　　講師：枚方公済病院	検査科	技師長	臨床検査技師　藪　圭介	
　　　　　　2,	実際の心臓 CT	（ユーザー発表）
　　　　　　・CANON（20 分）
　　　　　　　講師：三菱京都病院	放射線技術科係長	診療放射線技師　多冨　仁文
　　　　　　・SIEMENS（20 分）
　　　　　　　講師：洛和会音羽病院	放射線部係長	診療放射線技師　小林　拓真

　　　　　　※本日の研究会は、日本X線 CT専門技師認定機構の認定研究会です。
　　　　　　　以下の単位取得が可能です。種別　II-3　半日未満		1 単位

　心臓CTは、20年前に導入された検査方法であり臨床現場にも広く普及している。特に、
虚血性心疾患に関しては、慢性冠動脈疾患ガイドライン（2018 年	日本循環器学）にも疾
患の識別にも推奨されている検査法である。近年、心筋 Perfusion や FFR-CT など形態
のみならず機能診断も開発され臨床応用が行われている。	
　心臓 CTを行う上で原理として、心電図同期を行いながら撮影を行っている。しかし、
放射線技師は、教育上、心電図を習得する機会が少ない現状がある。
そのため本セミナーにおいて、心電図の基本、重篤な疾患に移行する心電図、検査に必
要な心電図について理解し、	主要なメーカーである SIEMENS と Canon の心臓 CTの検
査方法について失敗談も含めて生の声をユーザー施設から講演頂き、他施設の検査方法
やメーカーの特徴についても学べる機会としている。
　自施設で心臓 CTを行っていない施設でも心電図の理解と、今後、導入する一助にな
れば幸いである。

参加方法
・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）。
・参加〆切期限は 11 月 20 日
・開催日間近になると、登録したメールアドレスに入室アドレスが届きます。
・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。
・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。

CT 臨床 Web セミナー（第 590 回研修会、会員限定）
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注意事項
・講演内容の撮影、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 を使用するため、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）
・今回参加登録すると、令和 4年度末まで有効です。次回開催時には参加登録しなくても、
　登録アドレスに参加方法が届きます。（令和 3年度までの情報は一旦破棄しています）
	
Web セミナー申し込みサイト						　　　　　QRコード

https://forms.gle/ABguiHh7Fb7idSeG7

広報渉外理事　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、11 月 13 日（日）

～ 12 月 11 日（日）の期間で開催します。初日のみ京都リサーチパークにて講演及び一

部の演題をライブ配信（後日アーカイブ配信あり）で行い、一般演題はWeb 配信となっ

ております。参加者はアンケート記入もご協力お願い申し上げます。

　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、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 サイトの閲覧方法・閲覧期間などは

　京都病院学会特設HP「https://khp-gakkai.com/2022/」にてご参照いただくか、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。

令和 5年

　　1月　　　　第 591 回研修会

　　3月 5日　　第 592 回研修会　京都府放射線技師会	学術大会

　　　　　　　　　　　　　　　　府民公開講座

「第 57 回京都病院学会」開催のお知らせ

～京都府放射線技師会　講習会 等～
今後の予定
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組織調査委員会　蒲　順之
厚生委員会　　山添　元士

　晩秋の候、会員皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　今年度も共に学び、遊び、絆を深めることを目的とした学遊会を開催します。今回は
レンタサイクルで京都市内（京都駅～金閣寺～嵐山～京都駅）を周遊します。未入会の
新人技師からベテラン技師まで数多くの参加をお待ちしております。
　参加申し込みは京都府放射線技師会ホームページもしくは下記QRコードから入力お
願いします。

　　　　日　　程：令和 4年 12 月 11 日（日）　	
　　　　集合場所：京都駅　中央口　
　　　　内容（予定）：	
　　　　10：00　京都駅集合
　　　　10：15　レンタサイクル出発
　　　　　　　　　適宜休憩をとります
　　　　11：20　金閣寺　到着　　　　各自拝観・休憩
　　　　12：30　金閣寺　出発
　　　　13：10　嵐　山　中之島到着　各自休憩・軽食
　　　　14：00　嵐　山　出発
　　　　15：00　京都駅　到着　　　　解散

　　　　会　　費：無料（レンタサイクル（8段変速付き）金閣寺拝観料込み）　
　　　　　　　　　※先着 30 名
　　　　　　　　　但し電動アシスト付自転車希望者は別途 1,000 円必要です

　　　　お願い：
　　　　　・服装は動きやすい格好でお願いします
　　　　　・スカートや裾の広いズボンは自転車に巻き込まれたり汚れたりする
　　　　　　可能性がありますので、ご注意ください
　　　　　・雨天等により開催できない場合は参加登録者に連絡します

　　　　京都府放射線技師会ホームページ　https://www.kyohogi.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込フォームQRコード⇒　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　申し込みは 11 月 27 日（日）までにお願いします

第 11 回　学遊会のご案内
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9 月 14 日　　第 38 回学術大会	各都道府県事前登録 /兵庫県感染

　　　　　　者状況　　　　　　　　　　（兵庫県放射線技師会）

9月 17 日　　除籍者に対する債権回収対象者の確認（JART事務局）

9月 21 日　　病院名変更の件　　　京都新町病院（旧京都逓信病院）

9月 22 日　　災害対策　　　　　　　　　　　　　　　（JART）

9月 28 日　　ファシリテータ養成講習会候補者推薦お願い

（山口県診療放射線技師会）

・発刊文書（9月 1日～ 9月 28 日）　6件　主なもの

9月 17 日　　第 590 回学術研修会講師依頼状

9月 22 日　　令和 4年度第 5回理事会開催通知

9月 24 日　　告示研修会講師依頼状

・提案 /承認事項

　新卒入会：2名、新入会：3名、再入会：1名、

・報告事項

　勤務先変更：2名、施設名変更：1件

【財務】森理事

・会費納入状況（令和 4年 8月末）

令和 4年度会費納入者 448 名、令和 3年度会費未納者 16 名

・経過報告：

9月 25 日　　9月度給与計算

9月 29 日　　会計入力

【学術】中川理事

・経過報告

9月 26 日　　第 5回学術委員会（第 590 回研修会打ち合わせ）

9月 29 日　　第 6回学術委員会（第 589 回研修会打ち合わせ）

・活動予定：

10 月 26 日　第 589 回研修会

　　　　　　当院 CT部門におけるWeb ホスティングサービス

　　　　　　を利用した 3D画像作成マニュアルの紹介

11 月 24 日　第 590 回研修会

　　　　　　心電図を通した心臓CT検査

1月　　　　第 591 回研修会

3月 5日　　第 592 回研修会京都府放射線技師会	学術大会・府民

　　　　　　公開講座

・提案 /承認事項

　来年 3月に学術大会を開催するので、各地区より演題発表の準

　備をお願いします

　2月 12 日に近畿地域診療放射線技師会学術大会が開催されま

　すので、演題お願いします

【編集】平井理事

・経過報告：主なもの

9月

・第 5回	理事会資料作成（自宅）・印刷（京放技事務所）

理事会後、資料追加編集作業、理事送信

・常務理事会資料作成

・10 月号ニュース　作成・編集・校閲	作業（平井）

・　　　〃　　　　校閲（平井・村上（雅）・中島）	作業

議長に大西理事、書記に杉原理事を選任し 16時 30分より議事開始

I．経過報告及び計画
1）経過報告及び計画 河本会長

・経過報告

9月 16 日～ 18 日

　　　　　　第 38 回日本診療放射線技師学術大会

（神戸コンベンションセンター）

10 月 1 日　　令和 4年度第 6回理事会　　　　　　（京放技会議室）

・計画

10 月 3 日～　告示研修ファシリテーター養成講習会　　　　（Web）

10 月 26 日　令和 4年度学術研修会（第 589 回研修会）　　　（Web）

10 月 29 日　令和 4年度中間監査　　　　　　　　（京放技事務所）

10 月 30 日　和歌山県放射線技師会創立 70 周年記念式典

（ホテルアバローム紀ノ國）

11 月 5 日　　令和 4年度第 7回理事会　　　　　　（京放技会議室）

11 月 12 日・13 日

　　　　　　告示研修（実技研修）　　（京都府立医科大学看護学舎）

11 月 19 日　奈良県診療放射線技師会創立 70 周年記念式典	

（ホテル日航奈良）

11 月 23 日　令和 4年度近畿地域診療放射線技師会野球大会

　　　　　　（和歌山県開催）　　　（和歌山県貴志川スポーツ公園）

11 月 24 日　令和 4年度学術研修会（第 590 回研修会）　　　（Web）

12 月 3 日　　令和 4年度第 8回理事会　　　　　　（京放技会議室）

12 月 20 日　次年度予算会議　　　　　　　　　　（京放技事務所）

・告示研修会（京都府）予定

令和 4年

11 月 12 日、13 日　京都府立医科大学看護学科看護学舎

令和 5年

2月 18 日、19 日	 京都府立医科大学看護学科看護学舎

2）各委員会報告及び計画

【庶務】後藤理事

・会員数 9月 28 日現在 669 名（8月から +6）

（内訳）	名誉会員 4名、正会員 637 名、賛助会員 22 名（社）、

　増員　新卒入会 2名、新入会 3名、再入会 1名（計 6名）

　減員　（計 0名 )

　※令和4年度	新入会累計24名（再入会3名含む・転入会は含まず）

・経過報告

9月 14 日　　勤続表彰者への案内作成作業

9月 17 日　　研修会講師依頼状作成作業

9月 22 日　　事務員給与処理、研修会講師依頼状発送作業

9月 28 日　　理事会準備

・対外文書（9月 1日～ 9月 28 日）		114 件　主なもの

9月 7日　　除籍者に対する債権回収対象者の確認（JART事務局）

9月 9日　　ファシリテータ養成講習会候補者推薦お願い（JART）

9月 12 日　　府民公開講座	講演依頼

（京都大学医学部付属病院	澤村正典）

令和 4年 10 月 1 日（京放技会議室）令和 4 年度第 6 回理事会報告
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・経過報告

9月 27 日　　第 4回地区委員会（Web）

　　　　　　第 592 回研修会京都府放射線技師会学術大会演題募

　　　　　　集について

・活動予定

日時未定	地区委員会開催

【受賞者選考委員会】河本会長

令和 4年度日放技勤続 30 年・50 年表彰推薦者を選出

II．地区経過報告及び計画に関する件
【北地区】大北理事

報告事項なし

【中地区】岡山理事

報告事項なし

【東地区】田村理事（欠席）

報告事項なし

【西地区】丸山理事

・経過報告：

メール配信（委員連絡網）

9月 22 日　　京都府放射線技師会学術大会及び

　　　　　　近畿地域診療放射線技師会学術大会滋賀県開催演題

　　　　　　募集のお知らせ

【南地区】杉原理事

・経過報告：

9月 28 日　　南地区委員会開催（Web 開催）

　　　　　　南地区連絡網の再編作業

　　　　　　メール配信（地区連絡網）

9月 22 日　　南地区委員会開催のお知らせ

・提案事項

　南地区会員連絡網（メーリングリスト）作成のため会員のアド

　レス等の情報収集にあたり他地区のアドバイスと許可をお願い

　します

【両丹地区】大門理事（欠席）

・経過報告：

9月 27 日　　令和 4年度第 4回地区委員会（Web）

　　　　　　今後の活動について

【西南部地区】松本理事

報告事項なし

Ⅲ．その他審議事項
・京放技学術大会開催について

・学遊会開催について

・府民公開講座について

以上、各議案について採択し承認された　　　　　（文責：平井）

・創立 75 周年記念紙	印刷業者打ち合わせ（山代印刷）

・第 6回	理事会資料作成（自宅）・印刷（京放技事務所）

理事会後、理事送信

・活動予定

・11 月号ニュース編集・校閲作業予定

【広報・渉外】三浦理事

・経過報告

9月 6日　　第 57 回京都病院学会	第 4 回実行委員会（Web）

・活動予定

11 月 3 日　　府民交流フェスタ下見（京都府立植物園）　

11 月 13 日～ 12 月 11 日

　　　　　　第 57 回京都病院学（Web・京都リサーチパーク）

　　　　　　初日のみハイブリット型、以降はWeb 開催

【組織調査】蒲理事

・経過報告

9月	22 日　　組織調査委員会（メール会議）

9月	28 日　　南地区委員会（Web）

9 月	24 日　　厚生組織調査合同委員会

・活動予定

10 月　　　　組織調査委員会

・提案事項

今年度の学遊会に関して

【厚生】山添理事

・経過報告

9月 24 日　　学遊会イベントの下見（組織調査委員合同）

　　　　　　HPと京放技ニュース10月号に京放技野球部メンバー

　　　　　　募集案内を掲載

・活動予定

11 月 23 日　近畿地域放射線技師会野球大会（和歌山）

12 月 11 日　学遊会（サイクリング京都観光）

・提案事項

　近畿地域放射線技師会野球大会選手・応援参加者の広報お願い

　します

【情報】大西理事

・経過報告：主なもの

ホームページの更新作業随時

9月 15 日　　Microsoft	teams 更新

9月 27 日　　南地区委員会	teams 設定

9月 28 日　　南地区委員会	invitation 送信と委員会参加

【管理士】三森理事

・経過報告

9月 7日　　第 2回京都府原子力総合防災訓練推進会議　　（Web）

・活動予定

11 月 6 日　　令和 4年度	滋賀県・長浜市・高島市合同原子力防災

　　　　　　訓練

11月27日　京都府原子力総合防災訓練　　　（野田川わーくぱる）

【両丹学術】橋岡理事（欠席）



令和 4年 11 月 1日（8） 京放技ニュース

編集：（公社）京都府放射線技師会編集委員会　印刷：（有）修美社

会員異動
《会員数》669 名（名誉会員 4名・正会員 643 名・賛助会員 22 名（社））
増員【新卒入会】2名、【新入会】3名、【再入会】1名
減員【物故者】0名　　　　　　　　　　　　（令和4年9月28日時点）

　朝夕急に涼しくなり、体がついていかなく、体調不良気味です。
　4回目のコロナワクチン接種を終え、全国的に感染者数も落ち着いているように思えますが、
全国旅行支援も始まり観光客も目に見えて多くなってきているように感じます。また、円安も相
まって外国人観光客増加も気になります。
　私事ですが、コロナ禍も相まって体重が人生MAXと言う緊急事態遭遇と部下の結婚式でのタ
キシードのボタンがはまらない苦難でノックアウト状態となり、今年 4月より減量大作戦を挙行
し半年が経過しました。自分にとっては大変過酷な食事療法・制限のおかげで、12kg 減となりま
した（まだまだ普通（一般人）で考えると体重過多ではありますが）。周りからも痩せた？や先日
の検診では担当者さんから「何か病気されました」など言われ、偉そうに減った減ったと自慢気
に話していますが、自分自身の努力はほぼなく、妻が考え作ってくれた食事を食べた成果が出た
だけです。感謝しています。最近体重減が止まり、夜のジョギングを始めました（少しは自分で
も努力せねば）。MAX時の服やズボンも捨ててしまいましたので後戻りできません。
新型コロナウイルス感染症対策はもとより、インフルエンザ流行の兆しも見えてきています。引
き続き感染対策を徹底して頂きたいと思います。

編集委員会　平井　靖

編集後記

※実技研修申込には、
　・基礎研修 700 分（オンデマンド）
　・Web での確認試験の合格・修了が必修となります。
　　	（基礎研修は会員の皆様におかれましては、受講料無料です）
　　令和 4年
　　　11 月 12 日・13 日　京都府　　京都府立医科大学看護学科看護学舎
　　　12 月 18 日　　　　和歌山県　紀南看護専門学校
　　令和 5 年
　　　 2月 18 日・19 日　京都府　　京都府立医科大学看護学科看護学舎
　　　※状況に応じて日程は変更・中止になる可能性がありますので、詳細や申込開始時期に
　　　　つきましては、日本診療放射線技師会ホームページにてご確認下さい。

～診療放射線技師法改正に伴う告示研修（実技）～
11 月以降の予定 （近畿地区）

　　令和 4 年
　　　11月26日・27日　大阪府　CIVI 北梅田研修センター
　　　12月3日・4日　　三重県　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス

～診療放射線技師法の一部改正に伴う統一講習会～
予　定

　　日　時：令和４年 11 月 23 日（水）　受付　9時 00 分～
　　場　所：和歌山県紀ノ川市　貴志川スポーツ公園
　　　　　　　　和歌山県紀ノ川市貴志川町井ノ口 1141 番地 10

～第 69 回近畿地域放射線技師会野球大会～

コニカミノルタジャパン株式会社　0570-011-203


