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

 ・第 73 回公益社団法人京都府放射線技師会通常総会のお知らせ 

  開催日：令和 2 年 6 月 28 日（日）１４：００～ 

  会 場：ホテルセントノーム京都  地図 

  詳 細：プログラム 

     ※総会資料に同封しております委任状と書面議決書を 

     6 月 26 日(金)までに郵送にて提出して下さい。 

 ・5 月９日（土）開催予定であった第５７８回研修会は中止となり、 

  第７３回通常総会は、延期となりました。 

・令和元年度 京都府放射線技師会「新春の集い」開催中止のお知らせ 

・５月９日（土）に開催予定であった第５７８回研修会は、中止となりました。 

・５月９日（土）に開催予定であった第７３回通常総会は、開催場所をホテルセント

ノーム京都に変更して延期となりました。開催日時は、決定次第お知らせ致します。

詳細はこちら。 

・第５５回京都病院学会は、WEB 開催となりました。（詳細）（2020.4.22） 

・２類感染症を想定した CT 撮影時の感染対策例の紹介（COVID-19 を含む）：（CT 防護服一例） 

・新型コロナウイルス（COVID-19）感染症について、一般の方向け Q&A（厚生労働省 HP） 

・新型コロナウイルス（COVID-19）感染症についての情報提供（厚生労働省 HP） 

・新型コロナウイルス（COVID-19）感染症についての情報提供（京都府 HP） 

・新型コロナウィルス感染症に関連した Ai 検査における留意事項(2020.3.17) 

・第１回 KGMIIS 研究会を延期しました。(2020.3.17) 

・3 月号ニュースを掲載しました(2020.3.1) 

・令和元年度 京都府放射線技師会 「新春の集い」開催中止のお知らせ(2020.2.22) 

・「新型コロナウイルス（COVID-19）の対応について（日本放射線技師会）」のお知らせ(2020.2.18) 

「近畿地域診療放射線技師会 学術大会」のご案内 

 開催日：２０２０年２月９日（日） 

 場 所：京都テルサ アクセス 

 テーマ：「信頼・感謝・そして未来へ」 

      ～画像技術が果たす役割と新たな可能性をめざす～  

 詳 細：タイムスケジュール メインポスター  府民公開講座ポスター 
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【プログラム（抜粋）】  詳細 

 

１０：１０～１１：１０ 

教育講演 ：「将来の診療放射線技師像を求めて」  

     公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 佐野 幹夫 

 

１０：５０～１１：５０ 

特別講演 ：「医療安全を法的視点から考える」 

     ～診療放射線技師が医療現場で遭遇する事前、事後の対処法～  

                 北浜法律事務所 弁護士 長谷部 圭司  

１３：００～１４：４０ 

【府民公開講座】 

府民公開講座Ⅰ：「明日からできる食事健康法」 

  京都医療センター栄養管理室 西田 博樹先生 

府民公開講座Ⅱ：「広げよう！メタボ撲滅の輪」 

～健康長寿を目指した食事・運動療法～ 

京都医療センター 臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部 浅原 哲子先 

シンポジウム： 「技師教育について」  

女性活躍推進班：「出産前後どーしてはりましたか？ 」 

         ～産休・育休・復職について～ 

          ※詳細（ポスター）  

その他： 国際セッション、読影分科会講演、骨撮影分科会講演、  

     管理士会部会講演、ランチョンセミナー、線量管理ソフト展示  

詳 細：メインポスター  府民公開講座ポスター 

 【京都府放射線技師 技師長・副技師長会からのお知らせ】 

・開催日：２０２０年１月２５日（土）１５：００～１７：００ 

・場 所：京都府立医科大学  

     永守記念最先端がん治療研究センター会議室（４階） 

・テーマ：「２０２０年４月からの医療法一部改正の施行に向けて」 

・詳 細：ポスター 

「近畿地域診療放射線技師会 学術大会」のご案内 

 開催日：２０２０年２月９日（日） 

 場 所：京都テルサ アクセス 
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 テーマ：「信頼・感謝・そして未来へ」 

      ～画像技術が果たす役割と新たな可能性をめざす～  

 詳 細：メインポスター  府民公開講座ポスター 

【プログラム】  詳細 

１０：１０～１１：１０ 

教育講演 ：「将来の診療放射線技師像を求めて」  

     公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 佐野 幹夫 

１０：５０～１１：５０ 

特別講演 ：「医療安全を法的視点から考える」 

     ～診療放射線技師が医療現場で遭遇する事前、事後の対処法～  

                 北浜法律事務所 弁護士 長谷部 圭司  

１３：００～１４：４０ 

【府民公開講座】 

府民公開講座Ⅰ：「明日からできる食事健康法」 

  京都医療センター栄養管理室 西田 博樹先生 

府民公開講座Ⅱ：「広げよう！メタボ撲滅の輪」～健康長寿を目指した食事・運動療法

～ 

京都医療センター 臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部 浅原 哲子先生  

シンポジウム： 「技師教育について」  

一般演題 ： 募集要項 

     自由演題 演題募集終了→申し込みフォーム  

       申込み締切り 令和元年  10 月 31 日  11 月 20 日 

         ※申し込みは終了しました。 

      多数の申し込み誠にありがとうございました。 

       抄録締切り  令和元年 12 月 15 日 

        →抄録登録フォーム 

      ※抄録の登録は、事前に演題を登録された方に限ります。 

女性活躍推進班：「出産前後どうしてはりましたか？ 」 

         ～産休・育休・復職について～ 

          ※詳細（ポスター）  

 その他： 国際セッション、読影分科会講演、骨撮影分科会講演、  

     管理士会部会講演、ランチョンセミナー、線量管理ソフト展示  

 詳 細：メインポスター  府民公開講座ポスター 

主催：公益社団法人 日本診療放射線技師会  

    公益社団法人 京都府放射線技師会  
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 【関連団体情報】 

・診療用放射線に係る安全管理の体制整備に関するお知らせ 

   「ガイドラインや指針の策定と公開ページ」 

【診療放射線技師による臨床セミナーのご案内】（学術委員会） 

京都大学医学部附属病院の診療放射線技師が、やさしく丁寧に解説する臨床セミナ

ー。若手技師さんに向けて基礎的な内容で企画しておりますが、中堅の方々以上に

も、基礎から臨床、そして and more な情報を提供することをお約束します。 

今回は CT、MRI について 4 回開催します。 

開催日：10 月 9 日（水）（CT）終了しました 

    10 月 23 日（水）（MR）終了しました 

    11 月 6 日（水）（CT）終了しました 

    11 月 20 日（水）（MR）終了しました 

時間：全日とも、19:00～20:00 1 時間 

会場：エーザイ（株）京都コミュニケーションオフィス  アクセス 

     京都市中京区烏丸通四条上る笋町 689-1  

会費：京都府放射線技師会会員：無料  非会員：500 円 

詳細：プログラム等, ポスター 

「第９回 学遊会」の ご案内 

 開催日：２０１９年１１月１０日（日） 

 場 所：MK ボウル上賀茂 地図 

 内 容 

  １０：３０  JR 二条駅西口 送迎バス出発 

  １１：００～ ボウリング 

  １２：００～ BBQ 

  １４時過ぎに解散予定  

  会 費： 一般会員 ：４０００円 

     新入会会員：３０００円 

      家族会員：１０００円 

     （小学生以下・食事はお子様セットになります） 

      その他はお問い合わせください。 
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 ※申し込みは、こちら → 申込みフォーム or QR コード 

 京都府放射線技師会事務所へ FAX もしくはメールにてお願いします。 

   （TEL 075-802-0082,mail:kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp）   

  ★申し込みは、終了しました。当日お気をつけてお越しください 

「近畿地域診療放射線技師会 野球大会」のご案内 

 開催日：２０１９年１０月２２日（火祝） 

 場 所：浜甲子園運動公園 

※雨天のため中止しました。来年もよろしくお願いいたします。 

・奈良県放射線技師会 学術大会 2019 の ご案内 

 開催日：2019 年１０月２７日（日） ９：３０～受付開始 

 場 所：奈良県社会福祉総合センター 大ホール 地図  

 詳 細：ポスター、日程表 

・診療放射線技術基礎技術講習会「超音波検査」 の ご案内 

 開催日：2019 年１０月２７日（日） ９：００～１８：００ 

 場 所：神戸大学医学部付属病院 ４階 A 講義室 地図  

  ※申し込みは、JART 情報システムからお願いします。 

「線量計校正とサーベイメータの取り扱い研修会」のご案内 

 開催日：２０１９年９月１日（日） 

 場 所：京都医療科学大学 1 号館 2 階 講義室および実験室 

 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 

 申込方法 【 ※８月２０日 締切】 

  線量計校正研修会参加希望と伝えていただき、参加者のご氏名、ご 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下さい。 

 下記の方法でお願いします。 

  ①京放技事務所宛にメール連絡 

   E-mail ：kyohogi@mbox.kyoto-int.or.jp 
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  ②京放技事務所に電話連絡  

   075-802-0082 （平日の午後 1 時から 4 時 30 分まで） 

・診療放射線技師基礎技術講習会 「一般撮影」のご案内  

日 時：2019 年 9 月 1 日（日）９時 30 分～17 時４0 分  

     受付開始 ９時０0 分 〜 

場 所 ：奈良県社会福祉総合センター ６階 中会議室  

     奈良県橿原市大久保町３２０−１１  

募集人数： ６５人 （JART ホームページ 情報システムより申し込み） 

締め切り： 2019 年 8 月 18 日（日） 

参 加 費： 会員 ３０００円  非会員 １００００円 

 「第５７８回 京都府放射線技師会 研修会（両丹地区夏季研修会）」のご案内 

 開催日：２０１９年８月 24日（土）～25日（日）１４：３０～受付 

 場 所：プラザホテル吉翠苑  アクセス 

 会 費：会員及び学生 無料 

       非会員 1000 円 

 詳 細：プログラム 

  特別講演：「救急で見逃してはいけない疾患とその鑑別」 

          済生会滋賀県病院 放射線科 𠮷川達也 先生 

   その他一般演題やメーカー講演も企画しています。 

 「線量計校正とサーベイメータの取り扱い研修会」のご案内 

 開催日：２０１９年９月１日（日） 

 場 所：京都医療科学大学 1 号館 2階 講義室および実験室 

 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 

 申込方法 【 ※８月２０日 締切】 

  線量計校正研修会参加希望と伝えていただき、参加者のご氏名、ご 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下さい。 

 下記の方法でお願いします。 

  ①京放技事務所宛にメール連絡 

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

  ②京放技事務所に電話連絡  

   075-802-0082 （平日の午後 1 時から 4時 30分まで） 
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・高速 X 線研究会のご案内（2019 年 9 月 27日（金）18：30～開催） 

 【アンケート調査結果の報告】（組織調査委員会）  

・「業務拡大に伴う統一講習会に関する意識調査」の結果 

多数の皆様のご協力を感謝いたします。 

 「第５７７回 京都府放射線技師会 研修会」のご案内 

 開催日：２０１９年８月１日（木）１８：３０～ 

 場 所：京都アスニー 第 3研修室 アクセス 

 会 費：会員及び学生 無料 

       非会員 500円 

 詳 細：プログラム 

  講 演：「救急現場における造影 CT検査の極意」 

            京都第二赤十字病院 河本 勲則 先生 

  一般演題：  

「 JIS Z 4511 に規定された線量計校正用の X 線質の再現」  

      京都医療科学大学 山田海斗・髙橋美帆・ 花垣和輝・藤田彩乃  

「 股関節立位正面撮影における股関節間隙厚の測定に関する検討」  

          京都医療科学大学 栗山 優希・田村 実那・ 平野 駿太  

「散乱線除去用ソフトの性能検証」  

      京都医療科学大学 三宅啓司・細谷凌平・奥田響生・加藤佑貴  

「 X 線 TV 装置における被曝線量管理の検討」  

                     済生会京都府病院 山口 浩輝  

「 塩化ラジウム 223 による放射能汚染を可視化するための 

                高感度全方向コンプトンカメラの開発」  

                京都府立医科大学附属病院 近藤亮太郎  

「フレッシャーズセミナー」のご案内 

開催日：２０１９年 ７月 ７日（日） １3：3０～１7：3０ 

場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス 

詳 細：ご案内 

 ※申し込みは、はがきにて 6月 20日までにお願いします。 
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「第５７６回 京都府放射線技師会 研修会」のご案内 

開催日：２０１９年７月７日（日）１５：１０～１８：００ 

 講演Ⅰ：１５：４０～ 

 「医療放射線の適正管理に関する動向について 

               ～2020年 4月医療法改正に向けて～」 

            一般社団法人日本画像医療システム工業会  

                  経済部会 部会長 鍵谷 昭典 

 講演Ⅱ：１６：３０～ 

 「放射線被ばく相談の在り方とは？ 

            ～放射線カウンセリングを用いた被ばく相談～」 

                 日本放射線カウンセリング学会 会長 

    パナソニック健康保険組合 松下記念病院 放射線科 小松 裕司 

場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス 

「京都府放射線技師会 平成３１年度 全地区委員会」のご案内  

開催日：平成３０年７月７日（日）１４：００～（１３：３０受付） 

場 所：ホテルセントノーム京都   アクセス  

対象者：常設委員会 委員及び各地区委員会 委員の皆様  

「フレッシュ診療放射線技師の集い」のご案内  

開催日：平成３０年７月７日（日）１８：００～  

場 所：ホテルセントノーム京都  アクセス  

会 費：新卒者でフレッシャーズセミナーに参加者は、無料 

    入職２～３年目 ３０００円 

    入職４～５年目 ５０００円 

     一般会員     ６０００円  

 ※新卒者は、ハガキにて 6 月 20日までにお願いします 

 ※６月２０日までに地区理事もしくは事務所に返信をお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

http://kyohogi.chicappa.jp/pdf/20190707zenchiku.png
http://kyohogi.chicappa.jp/pdf/20190707zenchiku.png
https://www.centnovum.or.jp/access/index.html
http://kyohogi.chicappa.jp/pdf/20190707zenchiku.png
https://www.centnovum.or.jp/access/index.html
http://kyohogi.chicappa.jp/pdf/20190707zenchiku.png
https://www.centnovum.or.jp/access/index.html


・「業務拡大に伴う統一講習会に関する意識調査」 

 平成 26年成立・公布された“医療・介護制度改正の一括法案”には診療放射線技師法も含

まれ、また厚生労働省医政局医事課長より平成 27 年 3 月 31 日に出された通知“診療放射

線技師法及び臨床検査技師等に関する法律の一部改正の施行等について” 

 の中に、新たな業務の研修に関する留意事項が書かれています。これに基づき現在、日本

診療放射線技師会主催で統一講習会が行われています。講習会の終了証は厚生労働省か

ら発行され、免許と同等の扱いになります。また養成学校ではこの課程を教育しており、来年

にはこの課程を修了し国家試験に合格した学生が就職してきます。 

この事がどの程度、認識・周知されているかを調査し、今後に役立てたいと思いますのでご協

力お願いします。 

 なお、頂いた情報は、個人を特定するものではございません。今後の事業運営に活用する

目的でのみ使用させていただきます。 

 ※このアンケートは、7分程度で回答いただけます。（全 25門程度） 

下記のリンク若しくは QR コードからご回答をお願い致します。 

  https://forms.gle/DL7ptbN3mfz4T3tb8 

  

「両丹地区春季研修会及び新人歓迎・懇親会」のご案内 

開催日：２０１９年 ５月 ３１日（金）1９：００～ 

場 所：卑弥呼（舞鶴市浜町 166）Tel 0773-64-4488 

会 費：懇親会のみ会費制  

研修会：19:00～「所属長としての技師会との関わり」 

              市立福知山市民病院 橋岡 康志 氏 

内 容：詳 細  ※５月２２日（水）までに出欠の返事を平林理事までお願いします。 

「第 5４回 京都病院学会」のご案内 

開催日：２０１９年 ６月 ９日（日）９：００～１７：００ 

場 所：池坊短期大学  アクセス 

会 費：京都府下の協会会員施設の医療従事者は無料  

    市民・学生 1,000 円  

内 容：詳 細  

 

「フレッシャーズセミナー」のご案内 
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開催日：２０１９年 ７月 ７日（日） １４：００～１８：００（予定） 

場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス 

詳 細：ご案内（準備中） 

 ※申し込みは、はがきにて 6月 20日までにお願いします。 

「第５７６回 京都府放射線技師会 研修会」のご案内 

開催日：２０１９年７月７日（日）１５：１０～１８：００（予定） 

 講演Ⅰ：１５：４０～ 

 「医療放射線の適正管理に関する動向について 

               ～2020年 4月医療法改正に向けて～」 

            一般社団法人日本画像医療システム工業会  

                  経済部会 部会長 鍵谷 昭典 

 講演Ⅱ：１６：３０～ 

 「放射線被ばく相談の在り方とは？ 

            ～放射線カウンセリングを用いた被ばく相談～」 

                 日本放射線カウンセリング学会 会長 

    パナソニック健康保険組合 松下記念病院 放射線科 小松 裕司 

場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス 

詳 細：ご案内 

「京都府放射線技師会 平成３１年度 全地区委員会」のご案内  

開催日：平成３０年７月７日（日）１４：００～（１３：３０受付） 

場 所：ホテルセントノーム京都   アクセス  

対象者：常設委員会 委員及び各地区委員会 委員の皆様  

「フレッシュ診療放射線技師の集い」のご案内 

開催日：平成３０年７月７日（日）１８：００～ (予定)  

場 所：ホテルセントノーム京都  アクセス  

会 費：新卒者でフレッシャーズセミナーに参加者は、無料 

    入職２～３年目 ３０００円 

    入職４～５年目 ５０００円 

     一般会員     ６０００円  

 ※新卒者は、ハガキにて 6 月 20日までにお願いします 

 ※６月２０日までに地区理事もしくは事務所に返信をお願いします 
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「業務拡大に伴う統一講習会開催」（京都府）のご案内  

 ※業務拡大に伴う統一講習会は、2019 年度が各地域での開催の最終年度になり、 

2019 年度以降は、本部開催に移行する予定です。 

  まだ受講されていない方は、今年度中に受講して頂くことをお勧めします。 

開催日：２０２０年 １月１２日（日）・１３日（祝月） 

場 所：京都第二赤十字病院 地図 

詳 細：プログラム 

開催日：２０１９年１１月 3日（日）・４日（祝 月） 

 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  

 開催日：２０１９年 ５月 25日（土）・２６日（日）日（日・祝月） 

 場 所：京都府立医科大学 臨床講義棟（北臨床講義室及び第３講義室） 

 詳 細：プログラム  地図 

      ※申込み期限は、５月１２日（日）です 

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 

 開催日：２０１９年 ７月１４日（日）・１５日（祝 月）日（日・祝月） 

 場 所：市立福知山市民病院（第２・３会議室） 

 詳 細：プログラム  地図 

      ※申込み期限は、６月３０日（日）です 

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 
 

 開催日：２０１９年１１月３日（日）・４日（祝月） 

 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 

 開催日：２０２０年 １月１２日（日）・１３日（祝月） 

 場 所：京都第二赤十字病院 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 
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 【他団体からのお知らせ】 

・日本消化器がん検診学会 大腸 CT検査技師認定制度申請に関するお知らせ 

・磁気共鳴（MR）専門技術者認定試験 直前対策のご案内(2020.1.19) 

・「見て聴いて知る！がんの放射線治療」(日本放射線腫瘍学会)のお知らせ 
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