
【過去のイベント（平成 28年度）】(多くのご参加、誠にありがとうございました。)  

「第 565回 研修会」のご案内 

 開催日：平成２９年 5月 3日（水） 午後２時～3時 30分 

 場 所：㈱エーザイ京都支店 京都コミュニケーションオフィス 

     〒604-8153 京都市中京区烏丸通り四条上ル笋町 689-1 

              京都御幸ビル 8F 

 参加費：会員無料（非会員 500円） 

 詳 細：プログラム 

 「（公社）京都府放射線技師会 第６回 通常総会」のご案内 

 開催日：平成２９年 5月 3日（水） １５：３０～ 

 場 所：㈱エーザイ京都支店 京都コミュニケーションオフィス 

     〒604-8153 京都市中京区烏丸通り四条上ル笋町 689-1 

              京都御幸ビル 8F 

 ※ 総会出欠はがきは、5月 2日（火）までに事務所必着のこと 

「業務拡大に伴う統一講習会開催」（京都府）のご案内  

 開催日：平成２９年４月２９-３０日（祝・日） 

 場 所： NHO京都医療センター 新中央診療棟 多目的ホール 地図 

 詳 細：プログラム 

申し込みは（公社）日本診療放射線技師会ホームページより行ってください。（受付終了） 

「学遊会」のご案内 

 開催日：平成２９年３月２６日（日） 

 場 所：友愛の丘（京都府城陽市寺田南中芝８０） 地図 

      ※JR奈良線 長池駅より送迎があります。 

 参加費：会員 3,000円（平成 28年度新卒会員 1,000円） 

     会員家族 3,000円、非会員 4,000円、未成年無料 

 詳 細：プログラム 

          ※ 参加者の皆様へのご案内 

原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会のご案内 

  開催日：３月５日（日）１３：３０～１６：３０ 

  場 所：京都府民総合交流プラザ京都テルサ 大会議室（Ａ、Ｂ） 

  参加費：無料 

  詳 細：プログラム 

 ※申し込みは、こちらのフォームもしくは事務所にご連絡ください。 

府民公開講座のご案内 

  「がんになったら…仕事は？」～がん患者さんの就労支援～ 

 開催日 ：平成２９年 2月 5日（日）13：00 ～ 15：20 

 場 所   ：京都ロイヤルホテル＆スパ 地図 

 参加費 ：無料 

 詳細  ：プログラム 

  

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92604-8153+%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E4%B8%AD%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E7%AC%8B%E7%94%BA%EF%BC%96%EF%BC%98%EF%BC%99+%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BE%A1%E5%B9%B8%E3%83%93%E3%83%AB/@35.0045147,135.7581594,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Lqs6YO95biC5Lit5Lqs5Yy654OP5Li46YCa5Zub5p2h5LiK44Or56yL55S6Njg544CA5Lqs6YO95b6h5bm444OT44OrOEY!3m4!1s0x6001089a534bde2d:0x7dd7570e47b938a!8m2!3d35.0045254!4d135.7591721
http://www.kyohogi.jp/pdf/20170503kensyu.pdf
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92604-8153+%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E4%B8%AD%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E7%AC%8B%E7%94%BA%EF%BC%96%EF%BC%98%EF%BC%99+%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BE%A1%E5%B9%B8%E3%83%93%E3%83%AB/@35.0045147,135.7581594,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Lqs6YO95biC5Lit5Lqs5Yy654OP5Li46YCa5Zub5p2h5LiK44Or56yL55S6Njg544CA5Lqs6YO95b6h5bm444OT44OrOEY!3m4!1s0x6001089a534bde2d:0x7dd7570e47b938a!8m2!3d35.0045254!4d135.7591721
http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/html/guide/hospinfo/access.html
http://www.kyohogi.jp/pdf/touitu0429.pdf
https://jart.nexs-crm.nexs-service.jp/jart_portal/kyotsu/top.html
http://yuai-no-oka.org/index.php?page=7
http://www.kyohogi.jp/pdf/gakuyuuHP.pdf
http://www.kyohogi.jp/pdf/2017gakuyuusaisyuu.pdf
http://www.kyohogi.jp/pdf/gennshi0305.pdf
http://www.kyohogi.jp/pdf/gennshi0305.pdf
https://goo.gl/forms/9zF3iAt8u0fjR96k1
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183/rtmap.html
http://www.kyohogi.jp/pdf/huminn-koukai2017.pdf


学術大会（第 564回研修会）＆府民公開講座のご案内 

 開催日 ：平成２９年２月５日（日）13：00 ～ 1７：０0 

 場所  ：京都ロイヤルホテル＆スパ 地図 

 参加費 ：無料 

 詳細  ：プログラム   

新春の集いのご案内 

 開催日 ：平成２９年２月５日（日）1８：00 ～  

 場所  ：京都ロイヤルホテル＆スパ 地図 

 参加費 ：７．０００円（正会員・賛助会員） 

      ４．０００円（今年度新入会会員） 

 申込締切：平成 29年 1月 20日（金） 

 申込方法：事務所へ電話か FAX、e-mailにて申し込みください。 

      TEL&FAX  075-802-0082，  

      e-mail : kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp 

           ※事前参加登録が必要です。 

 平成 28年度 近畿地域診療放射線技師会学術大会のご案内 

 「必要とされる診療放射線技師をめざす」～患者満足度を高めよう～ 

 開催日 ：平成２９年２月１９日（日）９：３0 ～ 1７：０0 

 場所  ：県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 

 参加費 ：会員：１０００円、非会員：２０００円 

      学生（社会人学生を除く）・一般：無料 

 詳細  ：ポスター・プログラム 

人材育成委員会 女性活躍推進班 近畿地区  

 関西 collectionのご案内 ー関西の技師さん集まんなはれ！！ー 

 ・平成 28年度基礎技術講習「CT検査」（奈良県）のご案内  

 開催日：平成２９年２月２６日（日） 

 場 所： 奈良県社会福祉総合センター ６F 中会議室 

 詳細：プログラム 

診療放射線技術  基礎技術講習会「一般撮影」（京都府）のご案内  

  開催日  ：  平成２８年１１月２３日（水祝）  

  場所    ：京都府立医科大学  基礎医学学舎  １階講義室  

  募集人数：１００人  

  参加費  ：会員  ３０００円  非会員  １００００円  

  詳細    ：診療放射線技術  基礎技術講習会「一般撮影」  

            プログラム  

「業務拡大に伴う統一講習会開催」（京都府）のご案内    

  開催日：平成２8年１0月 9-10日（日・祝）  

  場  所  ：京都第２赤十字病院  C棟  地図  

  詳細：プログラム  

 

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183/rtmap.html
http://www.kyohogi.jp/pdf/gakujutu-2017.pdf
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/183/rtmap.html
http://www.wakayamasposhin.or.jp/big-ai/access/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~wahougi-rt/CCP.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~wahougi-rt/CCP022.html
http://www.kyohogi.jp/pdf/2017kankore.pdf
http://www.kyohogi.jp/pdf/CTkiso-in-nara.pdf


平成 28  年度  全地区委員会のご案内。  

場所：ホテルセントノーム京都  

日時：平成 28  年  7  月 3  日（日）  

１４：００～  受付  

１４：１５～  全地区委員会  

※地区委員の皆様は、出欠の可否について 6月 20日（月）までに担当地区理事までご連絡をお願いしま

す。  

第 561  回研修会のご案内。  

場所：ホテルセントノーム京都  

日時：平成 28  年  7  月 3  日（日）  

１５：００～  受付  

１５：３０～  第 561  回研修会  

フレッシュ診療放射線技師の集いのご案内。  

場所：ホテルセントノーム京都  

日時：平成 28  年  7  月 3  日（日）  

１７：３０～  受付  

１８：００～  フレッシュ診療放射線技師の集い  

会費：新入職者でフレッシャーズセミナー参加者は無料  

入職  ２～３年目は 3,000  円  、  入職  ４～５年目は 5,000  円  

一般会員  6,000  円  

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーのご案内。  

場所：ホテルセントノーム京都  

日時：平成 28  年  7  月 3  日（日）  

１３：００～  受付  

１３：３０～１３：４０  開会挨拶  

１３：４０～１４：３０  感染対策講座  

１４：３０～１５：２０  医療安全講座  

１５：３０～１６：３０  胸部撮影基礎講座  

１６：３０～１７：００  エチケットマナー講座  

１７：００～１７：２０  入会案内  

１７：２０～１７：３０  閉会挨拶  

第５１回  京都病院学会開催のお知らせ  

場所：池坊短期大学  美心館２階  

日時：平成２８年６月１２日（日）９：００～１７：００  

（放射線部門２４演題  第３会場１３：４８～１６：３６）  

参加費：医療従事者は無料。一般参加者・学生は１０００円/１人。  

 


