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両丹地区理事 上田 一樹 

時下、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝の事とご拝察申し上げます。 

さて、平成 27年度夏季研修会の概要が決まりましたので、ここにお知らせします。 

秋に開催される、第 31回日本診療放射線技師学術大会を大いに盛り上げて行く為にも、多数の

会員様の参加をお待ちしております。 

 

日時：平成 27年 8月 29日（土） 14時 ～ 17時（13時 30分より受付） 

 京放技会員 8演題、賛助会員演題 1題予定 

 18時～ 懇親会（京舞鶴 池屋） 

平成 27年 8月 30日（日） 9時 ～ 12時 

 京放技会員 8演題、賛助会員演題 1題予定 

演題 1．放射線科当直技師から見た水害時の災害拠点病院（仮演題名） 

   2．D－MATに参加して～診療放射線技師の立場から～（仮演題名） 

   3．島津 X-TVアプリケーションのご紹介～トモシンセンス・SLOT・BMI～ 

   4．整形外科におけるフィルムレスの条件 

   5．グループ間施設における整形 PACSの共同利用（インフォコム）など予定 

場所：舞鶴赤十字病院 東館講堂 

会費：研修会 会員：無料  非会員：1,000円 

   懇親会 6,500円 京舞鶴 池屋 

   宿泊費 宿泊の必要な会員様はご自身で予約をお願いします。 

 舞鶴グランドホテル Tel 0773－76－7777 

 プラザホテル舞鶴 Tel 0773－78－1200 

 いずれも会場より約 1km、徒歩 15分以内です。 
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公益社団法人 京都府放射線技師会 

例年開催しています全地区委員会及び研修会・フレッシュ診療放射線技師の集いを下記の通り

行います。ご多忙中とは存じますが是非参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

日時：平成 27年 7月 5日（日） 

場所：ホテルセントノーム京都  京都市南区東九条東山王町 19-1 Tel 075-682-8788 

 

14：00 ～ 受付開始 

14：20 ～ 全地区委員会 

16：00 ～ 第 558回研修会 

会員：無料（非会員 500円、フレッシュ診療放射線技師の集い参加者と学生は無料） 

「MRIの基礎技術」（予定） 

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 

 

 

 

 

 

 

 京都府放射線技師会では、日本診療放射線技師会と共催で新人診療放射線技師を対象

とした入会促進事業「診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」を開催いたし

ます。 

全地区委員会・第 558回研修会と別室で並行開催します。 

 

【受講対象】 新卒ならびに既卒未入会者を主に対象としていますが、卒後数年の診療

放射線技師からベテランまでどなたでも参加していただけます。 

【参加費】 無料（技師会会員・非会員共に） 

【開催場所】 ホテルセントノーム京都 

【開催日時】 平成 27年 7月 5日（日）13：00～受付開始 
 

全地区委員会、研修会、フレッシュ診療放射線技師の集いのご案内 

ケアストリームヘルス(株)  06（6534）7090  コニカミノルタヘルスケア(株) 0570（01）1203 

 

日本診療放射線技師会、京都府放射線技師会共催 

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー開催のお知らせ 
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  第 3回理事会報告   平成 27年 6月 13日

議長に山根理事、書記に上田理事を選任し午後 15時 00分よ
り議事に入った。 
I．経過報告及び計画に関する件  
1）経過報告および計画 轟会長 
（経過報告） 
・5月 9日 京都府放射線技師会第 557回研修会 
  エーザイ会議室 
 第 3回通常総会 エーザイ会議室 
 平成 27年度京放技第 2回理事会 
  エーザイ会議室 
 役員懇親会 すぎうら 
・6月 5日 レントゲン発見 120年記念式典 
  パレスホテル東京 
 全国学術大会打ち合わせ 東京 
・6月 6日 日本診療放射線技師会総会 
  TKPガーデンシティ竹橋 
 日本放射線技師会第 2回理事会 日放技事務所 
（計画） 
・6月 13日 平成 27年度京放技第 3回理事会 京放技事務所 
・6月 14日 第 50回京都病院学会 池坊短期大学 
・6月 20～21日 関東甲信越診療放射線技師学術大会 
  千葉県市川市文化会館 
・6月 28日 全国学術大会プログラム・システム委員会 
  京都第二赤十字病院 
・7月 5日 フレッシャーズセミナー セントノーム京都 
 京都府放射線技師会第 558回研修会 
  セントノーム京都 
 全地区委員会 セントノーム京都 
 フレッシュ診療放射線技師の集い 
  セントノーム京都 
・7月 11日 平成 27年度京放技第 4回理事会 京放技事務所 
・7月 24or31日 京都府放射線技師会第 559回研修会 
  京都アスニー 
・7月 25～26日 日本放射線技師会第 3回理事会 
  神奈川県湯河原 
・8月 1or8日全国学術大会最終プログラム・システム委員会 
  京放技事務所 
（その他） 
・全国学術大会への協力依頼を京都府下 100施設宛てに発送 
・各種学校に学術大会演題発表依頼 

2）各委員会報告及び計画 
【庶務】皿谷理事 
・会員数 5月 31日現在 478名（先月－1） 
（内訳）名誉会員 4名・正会員 447名・賛助会員 27名（社） 

新入会 1名、退会 2名 
※平成 27年度新入会累計 1名 

・委員会報告 
・対外文書 79件、発刊文書 5件（5月 1日～5月 31日） 
・新卒入会 3名、新入会 5名、再入会 1名、転入会 4名、退
会 2名を承認 

【財務】渡里理事 
・会費納入状況（平成 27 年 4 月末日現在）188 名（42.2%） 

平成 27年度分納入 97名、平成 26年度分納入 5名 
平成 26年度会費未納者 20名、平成 25年度未納者 0名 
京放技ニュース広告料 1社 2万円、賛助会費 11社 27.5
万円、年報広告料 1社 3万円 

・5月 7日 委員会開催 京放技事務所 
・5月 20日 委員会開催 京放技事務所 
【学術】原口理事 
・5月 21日 学術委員会開催 京放技事務所 
・7月 5日 第 558回研修会、フレッシャーズセミナー開催

予定 ホテルセントノーム京都 
【編集】中島理事 
・5月 9日  平成 27年度通常総会出席 エーザイ京都支店 
・5月 25日  6月号ニュース校了 田辺中央病院 
・6月 13日 京都病院学会準備予定 池坊短期大学 
・6月 14日 第 50回京都病院学会出務予定 池坊短期大学 
・6月 19日 7月号ニュース編集作業予定 田辺中央病院 
・7月 5日 研修会・フレッシュ診療放射線技師の集い出席

予定 セントノーム京都 
【広報・渉外】新井理事 

・5月 12日 「第 50回京都病院学会第 4回実行委員会／ 
  第 6回理事会／会場見学」合同開催出席 
  京都市立病院協会会議室 
・6月 2日 「第 50 回京都病院学会第 5回実行委員会／ 
  第 7回理事会」合同開催出席 
・6月 13日 「第 50回京都病院学会」設営・準備予定 
  池坊短大 
・6月 14日 「第 50回京都病院学会」出務・撤収予定 
  池坊短大 
・7月 7日 「第 50回京都病院学会反省会」出席予定 
  京都私立病院協会会議室 
・7月 8日 「第 42回くらしと健康展」第 1回実行委員会

開催予定 
  京都府医師会館 
【組織調査】久保田理事 
・5月 28日 西南部地区委員会出席） 大阪医大 
・6月 4日 入会案内、フレッシュ診療放射線技師の集い案

内発送作業 
  京放技事務所 
・6月 5日 エックス線発見 120周年記念式典出席 
  パレスホテル東京 
・6月 6日 日放技第 76回定時総会出席 
・7月 5日 全地区委員会開催予定 セントノーム京都 
【厚生】中川理事 
・6月 4日 組織調査・厚生合同委員会 京放技事務所 
・7月 5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 
・10月 18日 近畿地域放射線技師会野球大会開催予定 
  奈良県桜井市芝運動公園 
【情報】中田理事 
・5月 20日 平成 27年度京都府放射線技師会夏季研修会の

お知らせおよび演題募集を掲載 
・5月 27日 求人情報を掲載 
・6月 1日 京放技ニュースを掲載 
・6月 8日 求人情報削除 
・6月 12日 求人情報、撮影技術セミナー案内掲載 
【管理士】山根理事 
・6月 14日 京都病院学会座長予定 池坊短大 
・9月上旬 線量計校正研修会開催予定 京都医療科学大学 
【受賞者選考委員会】河本副会長 
・勤続 30年・50年表彰推薦者へ表彰決定のお知らせを郵送
にて配布。 

II．地区経過報告及び計画に関する件 
1）【北地区】山本理事 
・5月 12日 新入職者紹介の依頼を配信 
・5月 26日 平成 27年度夏季研修会・演題募集のお知らせ

を配信 
・6月 5日 平成 27年度全地区委員会の案内を配信 
2）【中地区】楡理事 
・5月 1日 新入職者の紹介のお願いを配信 
・5月 27日 連絡網にて、技師会行事、講習会、研修会の案

内を配信 
 また、地区委員に地区委員会の日程調整及び全

地区委員会への参加依頼メールを配信 
・6月 1日 再度、地区委員会の日程調整メールを配信 
・6月 5日 地区委員に全地区委員会の案内と参加確認メー

ルを配信 
・6月 16日 委員会開催予定 
3）【東地区】長岡理事 
・5月 12日 組織調査委委員会お知らせを配信 
・6月 4日 夏季研修会出欠、フレッシュ診療放射線技師の

集いお知らせの配信 
4）【西地区】平井理事 
・5月 夏季研修会出欠確認メール配信 
・7月 委員会と懇親会予定（日程調整中） 
5）【南地区】大西理事 
・5月 10日 新入職者紹介のお願い、フレッシャーズセミナ

ー案内をメールにて配信 
・5月 21日 学術委員会参加 京放技事務所 
・6月 8日 全地区委員会の案内と出欠確認をメール配信 
6）【両丹地区】上田理事 
・5月 9日 委員会開催 

富士フイルムメディカル株式会社 075（671）0264  株式会社島津製作所 075（811）9111  
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・5月 11日 新職者調査メール配信 
・5月 20日 夏期研修会のお知らせ及び演題募集メール配信 
・5月 21日 夏期研修会演題依頼 インフォコム株式会社 
・6月 2日 夏期研修会演題依頼 株式会社島津製作所 
・8月 29～30日 夏季研修会開催予定 舞鶴赤十字病院 
7）【西南部地区】松本理事 
・5月 14日 委員会と交流会の案内メール配信 
・5月 27日 委員会と交流会の案内を再度メール配信 
・5月 28日 平成 27年度第 1回西南部地区委員会・交流会

開催 
・9or10月 委員会開催予定 

III．その他 
1) 全国学術大会（北村） 
日放技より、日放技企画のプログラムの追加等の連絡が来
ている。ランチョンセミナー、教育講演等の演者への趣意
書を作成している段階。6月 5日に日放技と打ち合わせを行
う予定である。利益相反、倫理に関する規定を話し合いま
した。演題登録時に確認するようになっています。9月まで
に平成27年度の会費を納入していなければ非会員扱いにな
り、参加費が非会員価格になるので注意してください。開

催が秋であり、宿泊の確保が難しいので、なるだけ早めに
手配するように注意を促してください。現在、演題の申し
込み数が少ないので、募集に力を尽くしたい。 

2) 日本診療放射線技師会総会報告（久保田） 
通常総会前に「業務拡大に伴う統一講習会」の説明がなさ
れた。通常 16時限、2日間の開催で、会員 15,000円、非
会員 60,000円で 7月 1日以降参加登録ができるようになる
予定。静脈注射（針刺しを除く）講習会や注腸 X線検査臨
床研修統一講習会の受講者はその分の講習が免除される。
通常総会では 3つの報告がなされた。一つ目は、診療放射
線技師国家試験の構成委員に診療放射線技師を入れるよう
に要望している。二つ目にグレーゾーンの明確化を進めて
いく方針である。三つ目は臨床実習のあり方を改正してい
く。実習生が X線ボタンを押せるように等、改正していく
つもりである。総会終了後に京都での全国大会の広報を行
った。 

次回理事会は平成 27 年 7 月 11 日(土)京放技会議室にて開催
予定 
以上、各議案について採択し承認された。 (文責：上田) 

 

 

 

 
舞鶴市の病院にて求人があります。 

詳しくはホームページか事務所までお電話ください。 

 

 

  理事会で決定、報告された重要事項 

● 平成 27 年度の会費を 9 月までに納入していなければ、11 月に京都国際会館で開催

の全国大会では非会員扱いになり、非会員価格の参加費になるので注意が必要であ

る。日放技開催イベントでは全て同様の扱いになる。 

 

  7月以降の京放技活動 

 
 7月 5日(日) 第 558回研修会、全地区委員会、フレッシュ診療放射線技師の集い 

   診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー 

    ホテルセントノーム京都 

 8月 29～30日 夏季研修会 舞鶴赤十字病院 

 9月上旬 線量計校正研修会 京都医療科学大学 

求人のお知らせ 

 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社  075（691）5101 


