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公益社団法人京都府放射線技師会 会長 河本勲則 

通常総会も終了し、平成 30 年度の事業も本格的に活動しています。会員施設

におかれましては、2 年目技師さんが夜勤業務をするようになり、ようやく一人

前の診療放射線技師として仕事ができるようになっておられると思います。 

さて、先日奈良県診療放射線技師会のコミュニケーションスキルを学習するセ

ミナーとして毎年開催されています「インサイトセミナー」で交流分析を学んで

きました。 

交流分析はと言いますと 1975 年アメリカの精神科医であるエリック・バーン

が創案し、教え始めました。病気や行動についての理論体系でありそれを利用し

た心理療法（TA Transactional Analysis）だそうです。心理学はとても難しいも

のだと思ってしまいがちですが、興味がありましたので専門のセミナーに参加し

ましたところ誰にでもできるように発展させたものですから勉強して人間関係

を考える上でとても役に立つ理論であると思いました。 

コミュニケーション（人間関係）がうまく行かないと業務効率や自身のモチベ

ーションも上がらず、ストレスや疲れとなり生活にも余裕なくなります。交流分

析を学ぶことで自己理解を深め相手の行動や性格についてもよりよい理解が可

能になるので、対人関係も改善されます。この分析では、自己を知るための方法

としてエゴグラムを作成します。これは 50 問近い質問に回答して自分の 5 性格

（人には 5 つの面（自我）があり、厳格な部分、優しい部分、冷静な部分、自由

奔放な部分、順応する部分です）を分析するもので、いろんな環境の中で対応す

るためは自分自身の自我パターンだけでなく自分の係わる人の自我パターンも

把握する必要があります。自分と周りの人との中で行われる交流パターンを理解

し、どう改善すべきかを教えてくれると思います。 

コミュニケーションの方法や理論には、年齢、生活・職場環境に適した考え方

やトレーニング法があります。また役職者やベテランの方はもうすでに経験され

ている方もおられると思います。ぜひ会員の皆様も交流分析を学んで頂き、性格

や人間関係のあり方について知ることで医療現場だけでなく、日常生活の中でう

まくコミュニケーションに適応してください。 

体調を崩しやすい季節ですから、心はいつもリフレッシュして、患者さんの安

全対策や感染対策そして被ばく線量の管理も行い、安全で安心な医療の提供に励

んでください。 

～ 他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる ～ 

 エリック・バーン  

TEL＆FAX 075-802-0082 E-mail:kyohogi @ mbox.kyoto-inet.or.jp 

ホームページアドレス http://www/kyohogi.jp/ 

／
（通算 698 号） 

京放技事務所開所時間（月～金の午後 1 時～5 時） 

公益 
社団法人 京都府放射線技師会 

人間関係の理論を学ぶ 
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公益社団法人 京都府放射線技師会 

日時：平成 30 年 7 月 1 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 075-682-8777 
 

13:45 ～ 全地区委員会受付開始 

14:15 ～ 全地区委員会 
＊ 一般会員の方も傍聴いただけます。 
 

15:30 ～ 研修会受付開始 

16:00 ～ 第 571 回研修会 
会費：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） 

「今までのやり方では、人が動かない！ 

 ついつい働きたくなる新しいコミュニケーション」 
日本セラピスト財団ライフコーチ 

日本看護師コーチング協会講師 

関西カウンセリングセンター認定上級心理臨床カウンセラー 

轟 由子 先生 

＊ 出欠の連絡は必要ありません。 
 

18:30 ～ フレッシュ診療放射線技師の集い 
＊ 申込みは終了しました。 

 

 

 
 

学術委員会 後藤 正 

日時：平成 30 年 8 月 3 日(金) 18:30～ 

場所：京都アスニー 第 3 研修室（有料駐車場あり） 

会費：無料（技師会会員及び学生）、非会員 500 円 
 

予定内容 

テーマ発表：「MRI 検査における安全管理 

 ～京大病院における取り組み方～」 

京都大学医学部附属病院 中川 政幸 先生 

一般演題：調整中（京都医療科学大学学生含む） 

 

 

 

 
組織調査委員会 蒲 順之 

2018 年 3 月号ニュースにて募集しています「公益社団法人京都府放射線技師会ロゴ

マーク」は、締切りが 8 月 31 日となっています。今後の京放技の象徴となるものです

ので、会員の皆さまは奮って応募をお願いします。  

全地区委員会・第 571 回研修会・ 

フレッシュ診療放射線技師の集いのご案内 

第 572 回研修会のお知らせ 

創立 70 周年記念事業 

「公益社団法人京都府放射線技師会ロゴマーク」募集について 

コニカミノルタジャパン(株) 0570 - 011 - 203 
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両丹地区理事 平林 良介 

平成 30 年度京放技夏季研修会（第 573 回研修会）を下記要領にて開催します。 

ご多忙の折とは存じますがお誘い合わせの上、多数のご出席を賜りますようお願い申

し上げます。 
 

1 日目 特別講演 Dr.講演 

「IVR で出来ること」 市立福知山市民病院 放射線科 竹内 義人 先生 

2 日目 特別講演 テーマ「医療被ばく管理」 

メーカー3 社と会員 1 施設による講演 
 

記 

日時：平成 30 年 9 月 1 日(土) ～9 月 2 日(日) 

会場：京都府立中丹勤労者福祉会館 

京都府福知山市昭和新町 105 Tel 0773-23-2216 

会費：会員無料、非会員 1,000 円 
 

9 月 1 日(土曜日) 

13:30 受付開始 

14:00 研究発表（1 年目から 3 年目の診療放射線技師）8 題予定 

 研究発表 2 題予定 

17:00 特別講演 
 

9 月 2 日(日曜日) 

9:00 研究発表 3 題予定 

10:00 特別講演 

12:00 閉会 
 

9 月 1 日(土曜日) 夜の部 

19:00 より懇親会を開催します。 

会場については只今調整中です。 

会費：5,000 円 

参加される方は 8 月 20 日までに

両丹地区理事（平林）まで連絡を

下さい。 

 JR 福知山駅より徒歩 13 分 

連絡先：両丹地区理事 平林 良介 駐車場 64 台 

 （京丹後市立弥栄病院 Tel 0772-65-2003） 

宿泊を希望される方は各自で予約をお願いします。 

福知山駅周辺のビジネスホテルは次の通りです。 

ホテルサンルート福知山 0773-23-1888 

福知山アークホテル 0773-24-3333 

ビジネスホテル松代屋 0773-22-2509 

アールイン福知山 0773-25-5000 

NORTH FRONT HOSTEL 0773-24-1525  

平成 30 年度夏季研修会のお知らせ 
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管理士会 山根 稔教 

(公社)京都府放射線技師会は、平成 30 年度京都府原子力総合防災訓練と平成 30 年度

京都府総合防災訓練に参加協力します。この訓練への参加は公益社団法人として京都府

放射線技師会が公益性を発揮し府民の皆様に役立ち本会を PR できる活動となります。

放射線の不安の解消や防災意識を高めてもらう手助けの一環を担える活動でもありま

す。 

今回 8 月 26 日(日) に平成 30 年度京都府原子力総合防災訓練、9 月 2 日(日) に平成

30 年度京都府総合防災訓練が開催されます。これらの防災訓練は自衛隊、医師会、日赤、

消防、警察等多くの団体が参加協力される大規模な災害訓練です。 

参加していただける方、または、詳細を知りたい方は京放技事務所までご連絡ください。 

申し込み締め切り：7 月 31 日(火)  

 

   

開催日 ：平成 30 年 8 月 26 日(日)  開催日 ：平成 30 年 9 月 2 日(日) 

場所 ：福知山市三段池公園 場所 ：綾部市総合運動公園 

募集人員 ：10 名程度 募集人員 ：5 名程度 

活動内容 ：避難退域時検査 活動内容 ：避難退域時検査 

 
 

 

 

管理士委員会 山根 稔教 

管理士会の通年行事として線量計校正研修会を開催します。この研修会は京都医療科

学大学のご協力により施設をお借りし、堀井均先生に講師をお願いしての研修会です。

また平行してサーベイメータを実際に触っていただく実習も企画しています。線量計は

電離箱式のものに限りますが御施設の線量計を持ち込んでいただき測定精度の維持に

お役立てください。校正証明書の発行もあり、トレーサビリティが取れている裏づけに

なります。 

なお、持ち込まれる線量計の機種や台数を把握するため事前申込とします。申し込み多

数の場合は制限させていただく可能性もあります。皆様のご参加をお待ちしています。 

申し込み締め切り：平成 30 年 8 月 20 日(月) 

 

開催日 ：平成 30 年 9 月 2 日(日) 

時間 ：12:40 から受付開始、13:00 研修会開催、16:00 終了予定 

場所 ：京都医療科学大学 1 号館 2 階講義室および実験室 

 （本館は施錠されていますので奥の 1 号館へお回りください） 

参加費 ：会員の線量計持ち込み施設 無料 

 非会員の線量計持ち込み（会員が持ち込まない）施設 5,000 円 

 

線量計校正研修会参加希望と伝えていただき、参加者の御氏名、御施設名、持ち込ま

れる全ての線量計の機種と台数をお知らせください。 
 

 

上記、防災訓練・研修会申込みは、京放技事務所にメール又は FAX 送信していただくか、

平日午後 1 時から 5 時の間に電話をいただきたく存じます。 

連絡先 (公社)京都府放射線技師会事務所 

TEL&FAX 075-802-0082 

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

原子力防災訓練でのサーベイ活動員募集のお願い 

線量計校正とサーベイメータの取り扱い研修会開催のお知らせ 

京都府原子力総合防災訓練 京都府総合防災訓練 
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副会長就任あいさつ 
  公益社団法人京都府放射線技師会副会長 原口 隆志 

この度、平成 30・31 年度京都府放射線技師会副会長を務めさせていただきます原

口隆志です。推薦を受け理事会に承認され改めて、重責を担うこととなり身が引き

しまる思いを感じております。 

今回で 2 期目となりますが、1 期目には私も事業推進において会の中での役割調

整などの難しさを痛感しておりましたところでございます。今期におきましても引

き続き河本会長の補佐として執行部の皆様と協力して事業の推進に協力していきた

いと思っています。 

さて今期におきましても、多くの事業が既に予定されております、記念式典はも

とより、研修会、学術大会、原子力防災関係や、日放技主催の基礎技術講習会、統一

講習会と目白押しとなっています。特に、業務拡大に伴う統一講習会におきまして

は、既に受講している方も多いかと思われますが、まだまだ未受講の技師もおられ

ますが、全技師の受講を目指しています。それが将来の技師の地位向上・確保の為

にも重要なこととなりますので、是非とも参加していただきますようお願いいたし

ます。 

さらに、日放技からは技師養成所（大学）の指定規則におきまして、必要単位の

増加を厚労省に要望しており、それに伴って既卒者の新たな講習が必要となる事が

考えられるところで御座います。動向を見ながらですが、出来るだけ会員が参加し

やすいように取り組んでいけたらと思っています。また、来年度となりますが、近

畿地域学術大会が京都府での開催となりますので現在の事業と並行して、準備を進

めてまいります。こちらも皆様のご協力をお願いすることとなるかと思います。 

会員の皆様とともに医療人としての質の向上に努め、成長できればと思っており、

本当の意味でのチーム医療への参加を目指し、微力ながらご協力いたします。 

技師会では、他にも多くの会務を日々行っており、継続性をもって担当調整・教

育を行うことが必要であり、会として重要事項ととらえて取り組んでまいります。

今後も何かと皆様のご協力をお願いすることとなるかと存じますが、なにとぞその

際には宜しくお願い申し上げます。 
 

常務理事就任あいさつ 
庶務委員長 皿谷 弘樹 

庶務理事となって 5 期目に入りました。担当任務の多様さと量は増える一方ですが、

京都府民並びに技師会会員のためとこれまで以上に情熱をもって取り組んで行こう

と思います。 

今年は、京都府放射線技師会の前身である日本放射線技師会京滋支部が設立されて

から 70 年目を迎えます。それを記念した事業を 10 月に開催する予定で準備を進め

ているところです。このように今後は、ますます公益を意識した技師会運営が求めら

れます。どうか会員の皆様の一層のご理解、並びにご協力とご支援を賜りますようお

願い申し上げます。 

学術委員会 後藤 正 

前期より引き続き平成 30、31 年度学術理事を担当することになりました。2 期目

となります。今年度も業務拡大に伴う統一講習会、AD セミナー、府民公開講座、学

術大会、その他研修会等盛りだくさんの活動になります。多くの会員が参加しやすい

環境を整え、学習できるよう活発に取り組んでいく所存です。至らぬところもあるか

と思いますがよろしくお願いします。  

就任ご挨拶 
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編集委員長 中島 智也 

平成 30・31 年度編集委員会を担当します中島智也（田辺中央病院）です。会員へ

の情報伝達が主な仕事になります。正確な情報をお伝えすべく創意工夫していきたく

思っています。また、ご意見等ございましたら京放技事務所までメールにてお伝えい

ただけますよう、お願い申し上げます。 

組織調査委員長 蒲 順之 

このたび平成 30・31 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。前期は初めての理事ということでわからないことも多々あり周りの

方々に支えていただいたあっという間の 2 年間でした。今期は伝統を引き継ぎつつ、

自分色も出しながら業務にあたっていきたいと思います。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精一杯努力してまいりますので、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

厚生委員長 中川 稔章 

平成 30・31 年度 厚生委員会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 5 期目と

なりますが、これまでの 4 期は何かこれまでと違ったことをと考えているだけで過ぎ

てしまいました。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ので、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

ぞよろしくお願いいたします。 

情報委員長 大西 孝志 

平成 30・31 年度の情報委員会の常務理事に任命されました姫路医療センターの大

西孝志と申します。今期で 2 期目になります。ホームページの更新等の実務もようや

く慣れて来ましたが、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。皆様からの御期待

とご要望に添えるように情報委員一同、微力ではありますが努力いたしますので、何

卒ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。 

 

管理士委員長 山根 稔教 

前期より引き続き、平成 30・31 年度の管理士業務を担当させていただきます山根

稔教ですよろしくお願いします。この管理士会では、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、原子力災害に備えた訓練活動等を中心として行って

いきたいと考えています。4 名の委員さんと共に頑張っていきたいと思いますので今

後とも会員の皆様のご支援とご協力、管理士活動へのご参加の方よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 
 第 3回理事会報告  平成 30 年 6 月 9 日
議長に大西理事、書記に橋岡理事を選任し午後 4時より議事開始 
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 6日 第 570回研修会、第 71回通常総会 (京都テルサ) 
・ 平成 30年度第 2回理事会 (京都テルサ) 
・5月 11日 創立 70周年記念事業実行委員会 (京放技事務所) 
・5月 16日 法務局役員改選登記 
・5月 17日 原子力災害訓練会議 (綾部市) 
・5月 29日 健康づくり協会定期理事会 (京都ヘルスピア会議室) 
・6月 1日 両丹春季研修会 
・6月 2日 日本診療放射線技師会第 79回定時総会 

  (東京日経ホール) 
・6月 9日 平成 30年度第 3回理事会 (京放技会議室) 
（計画） 
・6月 10日 第 53回京都病院学会 (池坊短期大学) 
・6月 16・17日 P-MET 新人研修会 (京都テルサ) 
・6月 24日 基礎技術講習会一般撮影 (京都府立医科大学看護学舎) 
・7月 1日 フレッシャーズセミナー、平成 30 年度全地区委員会、

第 571回研修会、フレッシュ診療放射線技師の集い 
  (ホテルセントノーム京都) 
・7月 7日 平成 30年度第 4回理事会 (京放技会議室) 
・7月 15・16日 業務拡大に伴う統一講習会 (京都府立医科大学) 
・7月 28・29日 全国会長会議 (日本診療放射線技師会研修会室) 
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・8月 3日 第 572回研修会予定 (京都アスニー) 
・8月 4日 平成 30年度第 1回常務理事会 (京放技会議室) 
・8月 25・26日 京都府合同原子力災害訓練予定(福知山三段池公園) 
・9月 1・2日 両丹地区夏季研修会 (京都府立中丹勤労者福祉会館) 
・9月 2日 線量計校正研修会 (京都医療科学大学) 
・9月 7日 平成 30年度第 5回理事会 (京放技会議室) 
・9月 8日 平成 30年度第 1回近畿診療放射線技師会会長会議 
  (大放技事務所) 
・9月 21～23日 第 33回日本診療放射線技師学術大会 
  (海峡メッセ下関・下関市生涯学習プラザ) 
・10月 6日 平成 30年度第 6回理事会 (京放技会議室) 
・10月 27日 京放技創立 70周年記念式典 (京都ブライトンホテル) 
・10月 28日 第 45回くらしと健康展 (京都府医師会館) 
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 544名（先月+12） 
（内訳）名誉会員 4名・正会員 515名・賛助会員 25社 

新入会 13名、転出 1名 
 ※平成 30年度新入会累計 0名（再入会 0名含む） 

・5月 11・13・14・18・20・21・30日 委員会開催(京放技事務所) 
・対外文書 101件、発刊文書 6件（5月 1～31日） 
・新卒入会 3名、新入会 10名を承認 
【財務】渡里理事 
・会費納入状況（平成 30年 5月末日現在） 

平成 30年度会費納入者 188名（37.3%） 
平成 29年度会費未納者 34名（7%） 

・日放技より会費 107.5 万円、賛助会費 17.5 万円、広告費 7万円、
合計 1,320,000 円の収入 

・事業費 424,824 円、管理費 247,260 円の支出 
・5月 1・2・30・31日 委員会開催 (京放技事務所) 
【学術】後藤理事 
・5月 31日 全地区委員会、フレッシュ診療放射線技師の集い 
 フレッシャーズセミナー案内発送作業 
・6月 11日 学術委員会開催予定 (京放技事務所) 
・6月 24日 基礎技術講習「一般撮影」開催予定 
  (京都府立医大看護学舎) 
・7月 1日 第 571回学術研修会予定 (ホテルセントノーム京都) 
・ フレッシャーズセミナー (ホテルセントノーム京都) 
・7月 14・15日法改正に伴う統一講習会(京都府立医大臨床講義棟) 
・8月 3日 第 572回学術研修会（学生合同）予定 (京都アスニー) 
・平成 30・31年度学術委員として、林浩二（洛和会音羽病院）、 
 前田富美恵（京都市立病院）、片山雅人（洛和会音羽病院）、 
 四丸真俊（NHO 京都医療センター）、丸山久喜（向日回生病院） 
 の 5 名を承認 
【編集】中島理事 
・5月 22日 平成 29年度年報校了 
・5月 24日 6月号ニュース校了 
・5月 30日 年報・6月号ニュース発送作業 (京放技事務所) 
・6月 9・10日 京都病院学会準備、出務予定 (池坊短期大学) 
・6月 18日 7月号ニュース編集予定 
・6月 28日 近畿管理士会原子力発電所見学会参加予定 (大飯原発) 
・平成 29年度京都府放射線技師会雑誌にいくつかの誤植が判明
し、対策を協議中 

・平成 30・31年度編集委員として村上 雅之（京都大学医学部附属
病院）を承認 

【広報・渉外】新井理事 
・5月 8日 「第 53回京都病院学会第 4回実行委員会・見学」開

催 (京都私立病院協会会議室) 
・5月 9日  京都府より平成 29年度補助金確定の通知 
・5月 16日 「第 45回くらしと健康展」第 1回実行委員会開催 
  (京都府医師会館) 
・6月 5日 「第 53回京都病院学会第 5回実行委員会」開催 
  (京都私立病院協会会議室) 
・6月 9日 「第 53回京都病院学会」準備会 
・6月 10日 「第 53回京都病院学会」出務予定 
・7月 3日 「第 53回京都病院学会反省会」開催予定 
  (京都私立病院協会会議室) 
・10月 27日 「第 45回くらしと健康展」準備･設営予定 
・10月 28日 「第 45回くらしと健康展」出務予定(京都府医師会館) 
・平成 30・31年度広報渉外委員会委員として若畑旬弥（京都医療
センター）を承認 

【組織調査】蒲理事 
・5月 22日 組織調査委員会開催 
・5月 29日 西南部地区委員会参加（松元委員） 
・5月 31日 入会案内、全地区委員会開催案内発送 (京放技事務所) 
・6月 8日 創立 70周年記念式典委員会参加 (京放技事務所) 
・6月 12日 組織調査委員会 (京放技事務所) 
・7月 1日 全地区委員会開催 (ホテルセントノーム京都) 
【厚生】中川理事 
・5月 31日 学術、組織・調査、厚生合同委員会 (京放技事務所) 
・6月上旬 フレッシュ診療放射線技師の集い打ち合わせ予定 
  (ホテルセントノーム京都) 
・7月 1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 28日 ホームページのトップページを更新 
・6月 5日 パスワード付き提供資料の申し込み確認 
・6月 6日 ホームページのトップページを更新 

・6月 7日 ホームページのリンクを確認し、一部修正 
・6月 10日 京都病院学会に座長で出務予定 (池坊短期大学) 
・平成 30・31年度情報委員に中田博之（三菱京都病院）、肥後谷瞬
（京都府立医科大学附属病院）、若畑旬弥（京都医療センター） 

 の 3名を承認 
【管理士】山根理事 
・5月 17日 平成 30年度原子力総合防災訓練推進会議出席(綾部市) 
・ 平成 30年度京都府総合防災訓練会議出席 (綾部市) 
・8月 26日 平成 30年度原子力総合防災訓練参加予定 
  (福知山市三段池公園) 
・9月 2日 線量計校正研修会開催予定 (京都医療科学大学) 
・ 平成 30年度京都府総合防災訓練参加予定 (綾部市) 
・平成 30・31年度管理士委員として、田中亮（亀岡シミズ病院）、
大澤啓次（済生会京都府病院）、安藤敏博、小東靖史（三菱京都病
院）の 4名を承認 

【両丹学術】橋岡理事 
・5月 16日 産経新聞記事を両丹会員に送付 
・6月 1日 両丹地区春季研修会・懇親会(28名参加） 
 両丹地区委員会開催 
・第 1回北京都救急画像研究会が開催され、技師と看護師合わせて

54 名の参加がありました 
【受賞者選考委員会】河本会長 
・報告事項なし 
II．地区経過報告及び計画に関する件 
1）【北地区】河野理事 
・5月 15日～ 北地区委員の選出連絡と北地区委員会開催調整 
・5月 18日 訃報連絡をメール配信 
・6月 1日 基礎講習「一般撮影」案内をメール配信 
・6月 4日 全地区委員への参加依頼をメール配信 
・6月 22日 北地区委員会開催予定 (京都博愛会病院) 
2）【中地区】楡理事 
・4月 16日 会費未納者への納入依頼を担当地区委員に依頼 
・5月 7日 5月～9月に行われる研修会、講習会、技師学術大会

の案内を配信 
・5月 9日 日放技・オンラインセミナーの案内を配信 
・5月 7～17日 地区委員継続、交代に関する連絡 
・5月 17日 新入職者紹介のお願い（再度）を配信 
・5月 18日 訃報連絡 
・5月 29日 講習会、勉強会のお知らせを配信 
・6月 3日 全地区委員会の出欠確認メールを地区委員に配信 
・6月 6日 地区委員会の開催調整メールを地区委員に配信 
・ 日本診療放射線技師学術大会事前登録のお願いを配信 
・6月 9～10日 京都病院学会に 2名出務予定 
・7月 1日 中地区委員会開催予定 (ホテルセントノーム京都) 
・平成 30・31年度中地区委員として、坂井栄智（丸太町病院）、 
國分武（京都逓信病院）、嶋田和昭（京都南病院）、中井敬（島津
診療所）、岡田弘樹（京都市立病院）、山本晃豊（京都市立病院）
の 6名を承認 

3）【東地区】中川政幸理事（庶務理事代読） 
・5月 14日 東地区新人技師調査 
・5月 18日 東地区、メールによる連絡網開設、メールマガジン形

式にて運用開始 
・5月 23日 今期の東地区委員を確認、全地区委員会参加要請 
・6月 1日 基礎技術講習会「一般撮影」広報 
・7月 1日 東地区委員会開催予定 
・平成 30・31年度東地区委員として山本太郎（民医連第二中央病
院）、山田三充（久野病院）、大城怜央（音羽病院）押手秀人（京大
病院）の 4名を承認 

4）【西地区】平井理事（庶務理事代読） 
・5月 6日 平成 30年度 第 71回通常総会に西地区委員 4名参加 
・6月 1日 地区連絡網メールにて日本診療放射線技師会 基礎技

術講習会「一般撮影」の案内 
5）【南地区】三浦理事 
・5月 11日 「新卒者紹介のお願い」を連絡網で配信 
・5月 18日 訃報連絡を各委員へ配信 
・6月 26日 南地区委員会開催予定 (京都岡本記念病院) 
・7月 1日 全地区委員会に数名出務予定 
6）【両丹地区】平林理事 
・6月 1日 地区委員会、春季研修会と新人歓迎会（両丹地区親睦

会）を開催（28名参加） 
・6月 15日 第 2回両丹地区委員会開催予定 (京丹後市立弥栄病院) 
・9月 1・2日 夏季研修会開催予定 (京都府立中丹勤労者福祉会館) 
7）【西南部地区】松本理事 
・5月 7日 地区委員会の日程調整をメールにて送信 
・5月 15日 地区委員会開催の案内をメールにて送信 
・5月 29日 第 1回西南部地区委員会開催 (関西医科大学附属病院) 
 西南部地区情報交換会を開催 
・7月 1日 全地区委員会、フレッシュ診療放射線技師の集い参加

予定 
III．その他 
1）日本診療放射線技師会総会報告（原口副会長） 
定期総会の報告を式次第にそって簡単に行われた 

2）記念式典について（皿谷実行委員長） 
記念事業実行委員会の活動報告が行われた 

3）災害時サーベイヤー登録（河本会長） 
執行部改選に伴い、日放技の原子力災害時派遣サーベイヤーとして
執行部全員を登録することが承認された 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責：橋岡) 
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京都市南区の病院で、検診業務の求人があります。 

詳しくは京都府放射線技師会事務所までお問い合わせください。 

 

 
 

この原稿の執筆時に大阪北部地震が発生した。都市型災害という特徴から交通網がマ

ヒしたのが大きな印象であった。安全確認ができるまで電車、高速道路はストップ。で

も、取り残された乗客の解放を優先すると安全確認は後回しになり、そうするとストッ

プした交通は再開できない、という負のスパイラルに陥っていた。 

あの状況は安全優先を考えれば仕方がないことであろうが、我々診療放射線技師の災

害対策は昔と比べるとかなり状況が深刻である。昔は（CT 装置は無理だとしても）小さ

な自家発電機でポータブル装置と自動現像機が動けば一般撮影はできたものだが、デジ

タルでのフイルムレスとなった現在では、停電すると撮影も画像確認もできない。一般

撮影を行うだけでも、画像取り込み装置、画像サーバー、院内ネットワークシステム等

をまかなうための大型自家発電装置が必要となった。普段が便利になった反面、災害時

に多大な不利益が生じることは、今回の都市型災害と同じである。 

不便なアナログシステムでもそれなりに有用だと思うのは、私が暗室作業や自動現像

機を毎週掃除していた年代だからだろうか。 編集委員会 中島 智也 

 

理事会で決定、報告された重要事項 

 

 
7 月以降の京放技活動 

 
 

 
 
 

 

 

 
7 月以降の京都府以外での近隣講習会 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

会 員 異 動 
【新卒入会】 綿引 由利子 神戸百年記念病院（西南 5） 他 2 名 

【新入会】 谷 和幸 京都桂病院（西 3） 他 9 名 

【転出】 葉賀 淳（南 5）⇒ 大阪府診療放射線技師会へ 

7 月 1 日(日) フレッシャーズセミナー、平成 30 年度全地区委員会、第 571 回研修会、 

 フレッシュ診療放射線技師の集い ホテルセントノーム京都 

8 月 3 日(金) 第 572 回研修会 京都アスニー 

7 月 15・16 日 業務拡大に伴う統一講習会 京都府立医科大学臨床棟 

9 月 1・2 日(土日) 京都府放射線技師会夏季研修会 京都府立中丹勤労者福祉会館 

9 月 2 日(日) 線量計校正研修会 京都医療科学大学 

10 月 27 日(土) 京放技創立 70 周年記念式典 京都ブライトンホテル 

 

 

7 月 7・8 日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 兵庫県 市立芦屋病院 

7 月 14・15 日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 大阪市 森之宮病院 

7 月 15・16 日(日祝) 業務拡大に伴う統一講習会 和歌山県 橋本市民病院 

 業務拡大に伴う統一講習会 奈良県立医科大学厳橿会館 

7 月 22 日(日) 基礎技術講習「超音波検査」 神戸大学医学部附属病院 

7 月 29 日(日) 基礎技術講習「X 線 CT 検査」 和歌山県 JA ビル 

8 月 18・19 日(土日) 業務拡大に伴う統一講習会 神戸大学医学部附属病院 

 編集後記 

・日放技の原子力災害時派遣サーベイヤーとして京放技執行部全員が登録される 

編集：(公社)京都府放射線技師会編集委員会 印刷：(有)修美社 

 求人のお知らせ 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 


