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京都府放射線技師会会長 河本 勲則 

平成 27年 4月 1日から診療放射線技師法が一部改正されました。 

具体的には、政令で診療放射線技師法の一部が改正され、省令によって詳細な内容が明記されて厚

生労働省医政局医事課長より都道府県に施行が通達されました。 

通達の内容は、診療放射線技師の業務範囲に新たに追加される行為として 3項目 

1.静脈路に造影剤注入装置を接続する行為 

2.下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為 

3.画像誘導放射線治療のためにカテーテルを挿入する行為 

で詳細な留意事項は統一講習会で解説されています。 

また、留意事項の一部に診療放射線技師が新たな業務を行うに当たっては、法令により研修の受講

が義務付けられているものではないが、その養成課程において新たな業務にかかる教育を受けてい

ない診療放射線技師については、医療安全の確保の観点から新たな業務を行うに先立って、公益社

団法人日本診療放射線技師会が実施する研修を受ける必要がある。すなわち努力義務（努力する必

要がある）であると謳っています。研修における教育内容は別表にて掲げる内容以上とし、達成目

標に到達する必要がある。とされています。 

ここで、上記の内容では新たな業務を行わなければ、研修を受講しなくてもよいと思われる会員の

方もおられると思います。 

簡単にそのように解釈しますと法律の罠に掛ってしまいます。 

厚生労働省医政局課長が診療放射線技師法の一部を改正し、技師学校養成所の指定規則も省令にて

教育カリキュラムの見直しを指示することは、免許取得者も学生も省令によって定められた新たな

教育を受けて業務に当たりなさいと解釈すべきです。また、法律では義務として表記することでい

ろんな弊害がおこる可能性を示唆し、努力義務（努めなければならない）で表現されているのが通

常です。 

従いまして、診療放射線技師法の一部改正によって、日本診療放射線技師会開催の統一講習会への

受講は義務付けられたものだと解釈してください。 

統一講習会は各都道府県技師会が今年入学した学生が、新しい教育システムを受けて卒業する平成

32 年までに診療放射線技師免許取得者（約 50000 人）が受講できるよう、開催の回数を増やして

対応して参ります。 

京都府放射線技師会は、今年の開催を連休で行っていますが、次年度以降は週末の開催も考えてい

ます。また近畿 2府 4県で開催します統一講習会への参加も可能です。 

現在、臨床検査技師も同様に業務拡大のための統一講習会が開催されているようですが、京都府の

参加者は、会員の 50％以上が受講しています。 

厚生労働省医政局は、我々の参加状況が悪ければ、研修会への参加指導となることもありうると考

えています。 

国会審議での診療放射線技師法の改正や国民に安全な医療の提供ができる、信頼できる診療放射線

技師をめざし、この業務拡大に伴う統一講習会へは京都府下の診療放射線技師全員が参加しなけれ

ばならないのです。 

会員の皆さんには、平成 32 年までに業務拡大に伴う統一講習会を必ず受講をしていただき、京都

府放射線技師会といたしましてはさらなる業務拡大と資格向上を目指す所存でございます。会員諸

氏のご理解を賜りますようお願い申し上げます。  
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副会長 原口 隆志（康生会武田病院） 

今年度より初めて副会長を務めさせていただきます原口隆志です。私は地区委員・学
術委員を経て平成 20 年度より学術理事を 4 期務めさせていただき、現在に至っている
次第で御座います。 

この 8年間においては、以前より続いていました定期研修会や日放技主催の生涯学習
の他に、公開講座の開催や近畿地域学術大会、さらに、昨年に行われました全国学術大
会には実行委員長として学術関連に深く関わってまいりました。 

技師会活動に関わり、未熟者ながらこのような大きな事が出来ましたのは、多くの方
のご指導やご協力の賜物と実感し、感謝しております。 

平成 28 年度より轟前会長より新たに河本会長へと引き継がれ、新しい顔ぶれの三役
となりました。久保田副会長とともに会長を支え、各理事・会員との調整を図り、より
診療放射線技師の未来の為、技師会の発展に全力で取り組んで行きたいと思っています。 

まだまだ、未熟者で私には副会長の職は非常に重く、不安とプレッシャーを感じてお
り、皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、皆様のご指導、ご協力等、
お力添えをいただき共に成長できたらと思っていますのでよろしくお願い致します。 

会としては、今まで通り会員の医療人としての質の向上に努めると共に、技師法の一
部改正に見られるように、今後の診療放射線技師の為になるよう多くの事業に取り組ん
でいきたいと思っていますので、京都府放射線技師会に対してご理解ご協力のほど宜し
くお願い致します。 

 

 

 

庶務理事 皿谷 弘樹（京都逓信病院） 

庶務を担当させていただいて 4期 7年目に入りました。この間、公益法人化、全国学

術大会京都開催と大きな行事が続いてきたことで月日が慌ただしく経過しました。また
社会では IT 化が急展開で進み並行して日放技でも入会、研修会の参加、問い合わせな
どパソコン上からできるようになり便利さが向上しました。しかし、京放技では、まだ
まだ会務や人間ネットワークなどアナログ部分が残っています。会員様の問い合わせや

ご要望に心を込めてお応え出来るよう役員や事務職員とともに日々努力して参りたい
と思います。今後とも、ご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

財務理事  渡里 弘（京都九条病院） 

2 期目の財務理事を務めさせていただくことになりました渡里弘と申します。武部前
財務理事（現監事）指導の元 2年間財務の仕事をさせていただいたのですが、財務内容
を理解するのが本当に難しく期間は掛かると思いますが、不備の無いように努力してい
きたいと思います。技師会の運営は会員様の会費納入に掛かっております。なるべく早

く納入の程、宜しくお願いします。まだまだ新米の為、ご迷惑を掛けることもあるかも
しれませんが皆様のご指導とご協力よろしくお願いします。 

 

学術理事 後藤 正（済生会京都府病院） 

平成 28・29 年度学術理事を担当することになりました後藤です。6 年間学術委員、
全国学術大会では副実行委員長を務め、今回の理事就任になります。今年度から本格的
に業務拡大に伴う統一講習会が全国で開催されます。京都でも今年度中に 3回の統一講
習会を予定しており、AD セミナー、府民公開講座、その他研修会等盛りだくさんの活
動になります。不慣れで行き届かないところがあるとは思いますが、多くの皆様のご協
力のもと、京都府放射線技師会のさらなる発展に日々精進してまいります。よろしくお
願いします。  

新任副会長ご挨拶 

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 

 

新任常務理事ご挨拶 
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編集理事 中島 智也（田辺中央病院） 

平成 28・29 年度編集理事を担当させていただきます中島です。今回で 4 期目になり
ます。 

編集委員会の担当は毎月発刊している京放技ニュースと、年報である京都府放射線技
師会雑誌です。編集委員会が担当するのは会員の皆様へ直接情報をお届けする唯一の媒
体です。京放技ニュースの紙面が面白いかどうかで会員の数も変わってくるほどの影響
があると自負していますが、逆に会員の皆様の意見も積極的に取り入れて、誰もが求め
る紙面を作成していきます。ご意見があれば積極的に事務所までご連絡をお願いいたし
ます。 

 

広報・渉外理事 新井 喬（宇治徳洲会病院） 
前回より引き続き、平成 28・29年度の広報・渉外事業を担当することになりました。

長年、日本診療放射線技師会と各地方技師会、会員諸氏、関連団体と連携・協働してい
るにもかかわらず、実務に沿う診療放射線技師の地位・職能の確立や法令の改正はまま
ならないのが事実です。その一方で、私たちの医療情勢や職場環境も年々厳しくなって
きているのも現実です。国家資格の技師免許を取得したら安穏するということではなく、
私たちの業務が、患者さんの病気の予後あるいは余命に幾らかの影響を及ぼすかもしれ
ないという責務を自覚する必要があると思います。 

いかにして、一般社会から必要とされ認知される技師としての職能と、かつ組織から
も必要とされる自立した社会人としての技師となりうるのかを各会員は考えて欲しい
と思います。 

個人のレベルアップが組織のボトムアップになり、最終的には職能の確立と地位の向
上となり診療放射線技師法の適正・改正につながればそれに越したことはありません。 

 

組織調査理事 蒲 順之（大島病院） 

平成 28・29年度の組織調査委員会を担当する事になりました蒲順之(大島病院)です。 
12 年間前任の久保田現副会長のもと組織調査委員として活動してまいりましたがこ

の度、理事になり背負ってこられたものの重さがひしひしと伝わってきており私のよう
な若輩者で務まるのか不安ではありますが精一杯、一生懸命務めてまいります。 
円滑な組織運営、組織力向上に微力ながら貢献できるよう努力してまいりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 
厚生理事  中川 稔章（京都府立医科大学附属病院） 

平成 28・29 年度  厚生委員会の理事を担当します京都府立医大の中川稔章です。厚
生事業は会員相互の親睦を図るための大切な役割を担っています。厚生理事として 4期
目となりますが、会員のみなさま、各理事や委員のみなさまと共に、例年の行事のみな
らず、新しい事にも取り組んでいきたいと考えております。厚生事業においてこんなこ
とをして欲しいなどの要望がありましたら京放技までお寄せください。どうぞよろしく
お願いします。  

 

情報理事  大西 孝志（国立病院機構 京都医療センター） 
平成 28・29 年度の情報委員会の常務理事に任命されました京都医療センターの大西

孝志と申します。 

前期は、南地区理事として活動をしておりました。今期は、情報理事として 20 年間
担当されていた中田前理事から情報委員会を引き継ぐ形となり、不安と緊張で困惑して
おりますが、より一層のホームページや情報伝達網の充実を図り、機能的で且つシンプ
ルなネットワークの構築を行っていきたいと思います。皆様からの期待に添えますかど
うか案じておりますが、情報委員一同、微力ではありますが誠心誠意努力いたしますの
で、何とぞご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。 
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管理士理事 山根 稔教（公立南丹病院） 

前期より引き続き、6 期目の就任となりました、平成 28・29 年度の管理士業務を担

当させていただきますのでよろしくお願いします。この管理士部門ですが放射線管理士、

放射線機器管理士等の資格制度が出来、各地方での活動の場を開拓していく目的で京放

技の部門として発足されました。12年経過した現在では資格取得にかかわらず資格取得

を目指される方や放射線管理や機器管理に興味や関心のある方々等と共に活動してい

ます。内容といたしましては放射線管理や機器管理に対する活動、放射線に対する啓発

活動、原子力防災活動等を行っています。また、資格更新のポイントを取得できる講習

会や活動も行っています。運営等なかなかうまく進められないことが多いですが、頑張

っていきますので今後とも皆様のご参加とご協力の方よろしくお願いします。 

 

広報・庶務・学術（両丹地区担当）理事 橋岡 康志（市立福知山市民病院） 

平成 28・29 年度 両丹地区の学術・情報担当を拝命しました橋岡です。地区理事等

の役職を経ることなくこの度、担当することになりましたが、昨年度の第 31 回日本診

療放射線技師学術大会には両丹地区からスタッフの一員として参加させて頂きました。

三日間と短い期間ではありましたが、同じ時間軸を共有できたことは大変有意義なこと

であり、今後の活動の上で必ず役立つものと思います。 

前理事の城下氏から引き継いだ「地区会員の方々に対して何が出来るのか」を念頭に、

両丹地区会員の方々の意見や提案を京都府放射線技師会でとりあげ、小川地区理事と共

に京都府放射線技師会と両丹地区とのパイプ役となり、両丹地区の活性化や組織力の強

化に取り組んでいく所存です。 

 

 

 

 

北地区理事（組織調査委員）丹後 賢二（京都府立医科大学附属病院） 

この度、平成 28・29 年度の北地区理事を務めさせていただく事になりました、京都
府立医科大学附属病院の丹後と申します。前期は地区委員として、第 31 回日本診療放
射線技師学術大会の運営などに携わる事で貴重な経験をさせて頂きました。前期の経験

を活かし、地区委員と共に力を合わせて会員の方々の意見を反映できるよう、技師会活
動を盛り上げていきたいと思います。不慣れでご迷惑をお掛けすることもあると思いま
すが、精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。 

 

中地区理事（庶務委員）楡 隆之（京都民医連中央病院） 

平成 28・29 年度も引き続き 中地区理事を務めさせていただく事になった、京都民
医連中央病院の楡隆之といいます。 

昨年度は皆様のご協力で無事全国学術大会を終えることが出来ました。 

今まで、技師会に関わりの少なかった方々にも参加、協力していただけたのが大きな
収穫だったと思います。今年度は、そんな皆様が技師会へ関心を持てるお手伝いをして
いけたら良いと思っています。今季も中地区会員のみなさまと技師会の橋渡しになれる
よう努力していきたいと思っています。 

これから 2年間よろしくお願い致します。 

 

東地区理事（学術委員）中川 政幸（京都大学医学部附属病院） 

平成 28・29 年度東地区理事を務めさせていただきます、京都大学医学部附属病院の
中川です。一昨年、診療放射線技師法の一部改正に伴い、我々の業務が拡大されました 

 

新任地区理事就任ご挨拶 
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が、近い将来、新卒者は自ずとこれらの技術を習得します。このままでは、世代間にお

ける技術格差が生じます。既存者が安全かつ正確に新業務を遂行するために、統一講習
会への参加が促されています。また全会員には、技師会が保険料を負担して「診療放射
線技師賠償責任保険」に加入しています。技師会の加入率が伸び悩む昨今、職能団体と
してのこれらのメリットを活用して加入率を高め、会の活性化が行えないかと思います。
そして時代の変化とともに、情報の共有、コミュニケーション、チーム医療など、色々
な場面で様々な繋がりが大切になっています。技師同士の繋がりもその一つとして、技
師同士を繋げる技師会として、5 名の地区委員の方々と協力し合い、会の活性化のお役
に立てればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

西地区理事（編集委員）平井 靖（三菱京都病院） 

前期より引き続き、平成 26・27 年度西地区理事を務めさせて頂きます三菱京都病院
の平井靖（ひらいやすし）です。会員の皆様からの意見や提案に耳を傾け多くの意見を

承り、それらを理事会に対して提案したり、要望を行います。そして、より多くの有益
な情報の返信を行うことにより地区活性化を図り会員の皆様に必要とされる技師会を
目指して行きたいと思います。一期 2年間全力で対応させていただきますので地区委員
ならび会員の方々の技師会に対するご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

南地区理事（広報・渉外委員）若畑 旬弥（国立病院機構 京都医療センター） 

平成 28・29 年度の南地区理事を担当させて頂く事となりました、京都医療センター
の若畑旬弥（わかはたじゅんや）と申します。 

5 名の地区委員さんの協力のもと、技師会活動の盛り上げの一助となれればと思いま
す。何分、不慣れでご迷惑をおかけするかもしれませんが、いろんな意見を承り精一杯
がんばります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

両丹地区理事（両丹学術委員）小川 武（舞鶴共済病院） 

平成28・29年度両丹地区理事を担当することになりました舞鶴共済病院の小川です。
今回、地区理事をさせて頂くにあたり歴代の理事の方々が築いてこられた活動を大切に
し、地区委員 3名と共に両丹地区活動を行っていきたいと思います。 

近年、放射線技師業務は各モダリティ別に専門化され、それぞれ個々に興味のある研
究会、研修会に参加されることが多いと思われます。そこで両丹地区研修会では横のつ
ながりを広げ交流が深まる活動が出来ればと考えております。 

さらに日本診療放射線技師会では読影補助に関して活動されておられますので、放射
線科医の不足している両丹地区では重要項目として読影補助に関する活動も行いたい
と考えております。 

今後、皆様のご協力ならびにご指導いただきますようお願い致します。 

 

西南部地区理事（情報委員）松本 洋一（大阪医科大学附属病院） 

平成 28・29 年度西南部地区理事を務めさせて頂く大阪医科大学附属病院の松本洋一
です。今回、２期目となります。多くの会員様から支持を頂きありがとうございました。
昨年度は京都で開催された日本診療放射線技師学術大会が大盛況でした。会員のみなさ
まのご協力のおかげで過去最大の参加者となり、スタッフが一丸となって取り組めた最
大のイベントでした。今年度からは法律改正に伴う統一講習会の開催が始まります。会
員のみなさまはもちろん国内の全技師が受講できるように取り組んでいきたいと思い
ます。西南部では年 4 回程度地区委員会を開催し委員会の後に交流会を開いています。
地区委員はみんな仲が良く技師会の活動に協力的な方ばかりです。委員会・交流会とも
オープンで行っていますので情報交換の場として是非ご参加ください。これからも京都
府放射線技師会の活動にご理解いただけますようお願い致します。  
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京都府放射線技師会 監事（前会長）轟 英彦 

6 月 11 日に東京で開催されました日本診療放射線技師会第 77 回定期総

会におきまして、昨年 11 月に国立京都国際会館にて行われました第 31 回

日本診療放射線技師学術大会における功績を讃え、中澤靖夫日放技会長よ

り京都府放射線技師会に対して感謝状を頂きました。これもひとえに、京

都府放射線技師会の実行委員ならびに会員の皆様、近畿地域の皆様の絶大

なるご協力があってのことと感謝申し上げます。この大きな事業を成し遂

げたことで、人とのつながりが一層充実したものと確信をいたしておりま

す。 

学術大会での各実行委員の活躍は、先日お送りした平成 27年度京都府放

射線技師会雑誌にて報告していますが、2年をかけての準備と、当日 3日間

の延べ約 460名の実行委員のご苦労の賜物です。 

今後とも京都府放射線技師会はもちろんのこと、近畿地域放射線技師会が

一致団結をして、近い将来に近畿地域で再度全国大会が開催されることを

期待して感謝の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。 
 

 

 

  

学術大会感謝状をいただきました 
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  第 3回理事会報告   平成 28年 6月 4日
議長に大西理事、書記に中島理事を選任し午後 4時 30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 河本会長 
（経過報告） 
・5月 14～15日 法改正に伴う統一講習会  
  (和歌山県河南コミュニティーセンター) 
・5月 31日 京都府医療推進協議会第 31回代表者会議  
  (京都府医師会) 
・6月 1日 両丹地区春季研修会 (市立福知山市民病院) 
・6月 4日 平成 28年度京放技第 3回理事会(京放技会議室) 
（計画） 
・6月 10日 代議員研修会 (APホール) 
・6月 11日 日本診療放射線技師会総会 (日経ホール) 
・6月 12日 第 51回京都病院学会 (池坊短期大学) 
・6月 25～26日 P-MET第 6回新人教育講習会 
  (大阪がん循環器病予防センター) 
・7月 2～3日 法改正に伴う統一講習会 (彦根市立病院) 
・7月 3日 全地区委員会および第 561回研修会 
・ フレッシャーズセミナー 
・ 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 8日 平成 28年度第 4回京放技理事会(京放技会議室) 
・7月 9～10日 法改正に伴う統一講習会 
  (大阪がん循環器病予防センター) 
・7月 17～18日 法改正に伴う統一講習会 
  (市立福知山市民病院) 
・ 法改正に伴う統一講習会 
  (奈良県立医科大学) 
・7月 23～24日 法改正に伴う統一講習会  
  (神戸大学医学部附属病院) 
・8月 4日 第 562回研修会（学生発表） (京都アスニー) 
・8月 5日 第 1回京放技常務理事会 (京放技会議室) 
・8月 27日 原子力防災訓練 (場所未確認) 
・8月 27・28日 京放技夏季研修会 (舞鶴共済病院) 
・9月 3日 原子力防災訓練 (場所未確認) 
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 495名（先月+3） 
（内訳）名誉会員 4名・正会員 465名・賛助会員 25社 
新入会 2名、転入会 1名 ※平成 28年度新入会累計 3名 

・委員会報告 
・対外文書 81件、発刊文書 4件（5月 1～31日） 
・新入会 3名、再入会 1名、除籍解除 1名を承認 
・今季庶務委員に吉田久仁彦(聖ヨゼフ医療福祉センター)、
四丸真俊(国立宇多野病院)、服部恵里香(大阪医科大学附属
病院)、森奏恵(京都逓信病院)の 4名を承認 

【財務】渡里理事 
・会費納入状況（平成 28年 5月末日現在） 
平成 27年度会費未納者 16名（3%） 
平成 28年度分納入 72名、平成 27年度分納入 2名 
京放技ニュース広告料 2社、賛助会費 9社入金 

・5月 6日 委員会開催 (京放技事務所) 
・南地区委員会出席 (京都医療センター) 
【学術】後藤理事 
・5月 30日 厚生・組織調査・学術合同委員会委員会 
  (京放技事務所) 
・6月中に学術委員会開催予定 
・7月 3日 第 561回研修会及びフレッシャーズセミナー、

全地区委員会・ フレッシュ診療放射線技師の集
い合同開催予定 (ホテルセントノーム京都) 

・7月 17・18日 統一講習会予定 (市立福知山市民病院) 
 統一講習会予定 (奈良県立医科大学) 
・8月 4日 第 562回研修会予定 (京都アスニー) 
・8月 27・28日 夏季研修会（第 563回研修会）予定 
  (舞鶴共済病院) 
・10月 9・10日 統一講習会予定 (京都第二赤十字病院) 
・11月 26・27日 ADセミナー「看護学」 (京都府立医大) 
平成 29年 
・1月 8・9日 統一講習会予定 (京都第二赤十字病院) 
【編集】中島理事 
・5月 21日 2016年 6月号ニュース校了 (田辺中央病院) 
・5月 27日 南地地区委員会出席 (京都医療センター) 

・6月 11・12日 京都病院学会出務予定 (池坊短期大学) 
・6月 20日 2016年 7月号ニュース編集予定 
【広報・渉外】新井理事 
・5月 10日 京都病院学会実行委員会/会場見学会出席 
  (京都私立病院協会会議室) 
・5月 27日 南地区委員会に出席 (京都医療センター) 
・6月 7日 京都病院学会実行委員会開催出席予定 
  (京都私立病院協会会議室) 
・6月 11日 京都病院学会準備会設営予定 (池坊短期大学) 
・6月 12日 「第 51回京都病院学会」開催予定 
  (池坊短期大学) 
・7月 5日 京都病院学会反省会開催出席予定 
  (京都私立病院協会会議室) 
・7月 13日 くらしと健康展実行委員会開催出席予定 
  (京都府医師会館) 
・10月 30日 「第 43回くらしと健康展」開催予定 
・今季広報渉外委員に三浦健一(京都岡本記念病院)を承認 
【組織調査】蒲理事 
・5月 30日 組織調査厚生学術合同委員会 (京放技事務所) 
・6月 22日 組織調査委員会予定 
・7月 3日 全地区委員会予定 (ホテルセントノーム京都) 
・今季組織調査委員に丸山久喜(向日回生病院)を承認 
【厚生】中川理事 
・5月 30日 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) 
・7月 3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 
・5月 10日 理事のメーリンググループを作成 
・5月 11日 理事のメーリンググループの確認を配信 
・5月 15日 理事のメーリンググループを更新 
       ホームページに会長就任挨拶を掲載 
・5月 24日 ホームページの更新作業 
・5月 27日 南地区委員会に参加 (京都医療センター) 
・5月 30日 新年度の役員体制をホームページ掲載 
・5月 31日 熊本地震に対するお見舞いをホームページ掲載 
・6月 1日 会長就任挨拶の更新と平成 27年度の決算公告

をホームページ掲載 
・ 理事のメーリンググループの更新 
・6月中 情報委員会開催予定 
・6月 12日 京都病院学会出務 (池坊短期大学) 
・南地区でも地区委員メーリングリストを作成して運用予定 
【管理士】山根理事 
・5月 アンケート調査票作成 
・6月 アンケート調査予定 
・9月 サーベイと線量計校正実習予定 
・アンケート内容は会長の承認にて実施することを承認 
【受賞者選考委員会】河本会長 
・30年・50年勤続表彰選出に関しては、今年度から皿谷庶
務理事に引き継ぐ 

II．地区経過報告及び計画に関する件 
1）【北地区】丹後理事 
・5月 7～13日 北地区委員の選出と北地区委員会開催調整 
・5月 26日 地区委員会を開催（5名参加） 
  (京都府立医科大学附属病院) 
・今季北地区委員として北 1班に芝田達郎(富田病院)、北 2班
に中林俊晴(西陣病院)、北 3班は不在（合併を検討中・北地
区理事管理中）、北 4班に肥後谷瞬(京都府立医科大学付属病
院)、北 5班に松山良太(京都第二赤十字病院)の 4名を承認 

2）【中地区】楡理事 
・5月 18日 新入職者の紹介依頼と、市立福知山市民病院で

行われる統一講習会の申し込み解禁間近のお
知らせを配信 

・5月 19日 市立福知山市民病院で行われる統一講習会の
申し込み開始日決定（5月 23日）のお知らせ、
新入職者の紹介依頼の訂正版を配信 

・5月 21・25日 7月 3日に行われる、第 561回研修会、
フレッシャーズセミナー、フレッシュ診療
放射線技師の集いの案内を配信 

・5月 27日～6月上旬 地区委員会の日程調整連絡 
・6月中 第 1回地区委員会開催予定 

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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・今季中地区委員として中 1班に藤澤靖(予防医学センター)、
中 2班に國分武(京都逓信病院)、中 3班に嶋田和昭(京都南病
院)、中 4 班に中井敬(御池クリニック)、中 5 班に岡田裕樹、
前田冨美恵(京都市立病院)の 6名を承認 

3）【東地区】中川理事 
・5月 20日 地区委員へ新人職員情報収集、地区委員会案内、

連絡網、統一講習会 
・ 今後の活動提案について、第 32回全国大会演

題募集の連絡 
・5月 25日 東山保健所は現在会員がいないため、連絡網か

ら削除依頼 
・7月 3日 全地区委員会出席予定 
  (ホテルセントノーム京都) 
・今季東地区委員に東 1班に山本太郎(民医連第二中央病院)、東

2班に川本卓史(久野病院)、東 3班に井上翔太(音羽病院)、東 4
班に村上雅之(京都大学医学部附属病院)、東 5班に八木絢子(京
都第一赤十字病院)の 5名を承認 

4）【西地区】平井理事 
・5月７日 平成 27年度通常総会出席 (エーザイ京都) 
・5月 11～18日 数回に渡り電話とメールにて地区委員会日

程調整 
・5月 17日 西地区一斉メールにて「各病院の新人入職者」

の紹介のお願い、組織調査からの依頼文を送信 
・6月 14日  地区委員会開催予定 (三菱京都病院) 
5）【南地区】若畑理事 
・5月 11日 南地区委員会出席依頼をメール配信 
・5月 27日 平成 28年度第 1回南地区委員会 
 （10名参加） (京都医療センター) 
・10月 7日 平成 28年度第 2回南地区委員会開催予定 
  (京都医療センター) 
・迅速な情報伝達のため、南地区委員のメーリンググループ
を作成して運用予定 

6）【両丹地区】小川理事 
・6月 1日 平成 28年度両丹地区春季研修会 
  (市立福知山市民病院) 
・7月 17・18日 法改正に伴う統一講習会予定 
  (市立福知山市民病院) 
・8月 27・28日 平成 28年度京放技（両丹地区）夏季研修会

予定 (舞鶴共済病院) 
7）【西南部地区】松本理事（庶務理事代読） 
・5月 18日 新卒技師紹介依頼を地区委員にメール送信 
・ 全地区委員会・フレッシュ診療放射線技師の集

い・第 561回研修会の案内をメール送信 
・6月中 地区委員会開催調整中 
III．その他 
1) 全地区委員会・フレッシャーズセミナー 
全地区委員会は地区委員が一堂に会して話し合う唯一のイ
ベントなので、地区委員は全員出席が原則です。 

2) 業務拡大に伴う統一講習会について 
近畿での開催が年間 24回となっているが、現在、その全部
が決まっているわけではない。決定次第お知らせします。 

3) 京放技所有の PCの更新について 
京放技事務所で使用しているノート PCの OSが Vista で、
これは来年に Microsoftのサポートが切れる予定である。サ
ポートが切れるとセキュリティーの面から使用できないも
のとして扱わなければいけないので、7万円を準備した。次
回理事会にて予算書を提出して議案にかける予定。セキュ
リティーソフトに関しては情報委員会で購入済みである。 

4) ホームページ公報について 
定款通り、電子公告にて当会HPに貸借対照表を公開した。 

次回理事会は平成 28 年 7 月 8 日(金) 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：中島) 

 

 
今月から「業務拡大に伴う統一講習会」が近畿各地で多数計画されています。この講

習会には、私、中島も 3月に受講しました。ビデオ講習ではありますが、それぞれ薬剤

師、看護師、医師の専門にされている方々の講習で、本当に詳しく解説されていました。

それまで実務で CT 造影検査は行っていましたが、薬学・医学知識が何もない中で業務

を行っていたことがよくわかりました。造影 CTの他、注腸としての講習もあります。 

法律上の制約で受講するのではなく、実務のために受講すると考えてもらえば、この

講習会の価値が上がると思います。私個人の意見としても、皆さまに受講をお勧めいた

します。 編集委員会 中島 智也 
 

  理事会で決定、報告された重要事項 

● 全地区委員会での地区委員の参加をお願いします 
 

  7月以降の京放技活動 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

会 員 異 動 
【新入会】 3名 

【再入会】 1名 

【会員資格停止解除】1名 

 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社  075（691）5101 

 7月 3日(日) 第 561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 

 7月 17・18日 業務拡大に伴う統一講習会 市立福知山市民病院 

 8月 4日(木) 第 562回研修会（学生発表） 京都アスニー 

 8月 27・28日 夏季研修会（第 563回研修会） 舞鶴共済病院 

編集後記 


