【過去のイベント（令和 3 年度）
】 （多くのご参加、誠にありがとうございました。
）

・令和 3 年度 京都府放射線技師会 府民公開講座（第 587 回研修会）のお知らせ
【配信期間】 2022 年３月１８日（金）～３月２７日（日）
【配信方法】 YouTube 限定配信
【内 容】

特別講演
自立した生活を続けるための運動のコツ
~健康寿命を延ばそう~
関西医科大学 医学部健康科学教室 講師
黒瀬 聖司 先生

【詳 細】 ポスター
【視聴方法】ここもしくは下記の QR コードから参加登録後、
リンクから YouTube 限定公開を視聴して下さい。

・
「両丹地区研修会」のお知らせ
【開催日】 2022 年 3 月 2 日（水）１８：００～１９：００
【内 容】 「究極の放射線治療～ここまでできる組織内照射～」
講師 市立福知山市民病院 放射線科
医師

増井 浩二 先生

【詳 細】 こちら（申込方法含む）

・令和 3 年度 京都府放射線技師会 学術大会(第 586 回研修会)のお知らせ
【開催日】 2022 年 2 月 6 日（日）１４：００～
【開催方法】Microsoft teams
【内 容】 特別講演（14:05～15:00）
医療者のためのノンテクニカルスキル
~組織で問題解決する技術~
メディカルアートディレクター 佐藤 和弘先生
地区合同研修会（15:10～16:20）
【詳 細】 ポスター
【申込方法】ここもしくは下記の QR コードから申し込み下さい。

・MRI 臨床 Web セミナー(第 585 回研修会)(会員限定)のお知らせ
【開催日】 2022 年 1 月 19 日（水）１９：００～１９：３０
【開催方法】Microsoft teams
【内 容】 「救急 MRI に活かす新技術」
放射線診断科部 技術二課長 澤 悟史 先生
【詳 細】 内容等
【申込方法】ここもしくは下記の QR コードから申し込み下さい。

・乳腺臨床 Web セミナー(第 584 回研修会)(会員限定)のお知らせ
【開催日】 2021 年 11 月 17 日（火）１９：００～１９：４５
（１８：５０より入室可能）
【開催方法】Microsoft teams
【内 容】
「乳房 MRI 検査の依頼が来たら：
依頼内容を理解するための基礎知識」
講師：京都大学大学院医学研究科
放射線医学講座（画像診断・核医学） 片岡正子先生
【詳 細】 こちら
【申込方法】ここか下記の QR コードから申し込み下さい
【申込期限】2021 年 11 月 16 日（火）正午まで

・
「第５６回京都病院学会」のお知らせ
【開 催 日】 2021 年１０月２４日（日）～１１月２８日（日）
【開催方法】 ハイブリッド開催
【開催場所】京都経済センター

メルパルク京都に変更（初日のみ）

【 詳 細 】 京都私立病院協会特設サイト

・両丹地区＆北京都救急画像研究会

合同勉強会のお知らせ

【開催日】 2021 年 10 月 26 日（火）１８：００～
【開催方法】Microsoft teams
【内 容】 「医療法に基づく立入検査時の留意事項について」等
【詳 細】 こちら
【申込方法】綾部市立病院 塩見 彰雄（shiomi.ayabe@gmail.com）

まで申し込み下さい。
【申込期限】2021 年 10 月 19 日（火）まで

・第 10 回 学遊会のお知らせ
【開 催 日】 2021 年 10 月 31 日（日）
【集合場所】京都市市営地下鉄 東西線 蹴上駅
【集合時間】10：００（蹴上駅）
【会 費】 無料
【詳 細】 こちらから

・
「第５６回京都病院学会」のお知らせ
【開 催 日】 2021 年１０月２４日（日）～１１月２８日（日）
【開催方法】 ハイブリッド開催
【開催場所】京都経済センター

メルパルク京都に変更（初日のみ）

【 詳 細 】 京都私立病院協会特設サイト

・MRI 臨床 Web セミナー（第 583 回研修会）のお知らせ
【開 催 日】 2021 年 9 月 16 日（木）
【開催時間】19:00～19:30（18:50～入室可能）
【開催方法】Microsoft teams を用いた Web 方式
【講演内容】
「腫瘍の再発を疑う症例の MR 画像」
京都大学医学部附属病院 放射線部 長尾 泰輔先生
【参加方法】ここか下記の QR コードより申し込み下さい。

【注意事項】
・講演内容の撮影、録画、録音、二次使用を禁止いたします。
・Web 開催の学術活動は会員限定にて開催します。
・これからの Web での学術活動は、Microsoft Teams を用いることを
基本としますので、予めアプリを PC にインストールしてください。
（スマフォからでも参加できます）
・今回参加登録して頂くと、次回開催時には参加登録して頂かなくても
登録アドレスに参加方法が届くようになります。
（令和 3 年度末まで有効、年度が変わるごとに登録が必要です）

・線量計校正研修会のお知らせ
【開 催 日】 2021 年 9 月 5 日（日）
【開催時間】9 時 50 分から受付開始 10:00~16:00 予定
【開催場所】京都医療科学大学 1 号館 2 階 講義室及び実験室
【参加費】会員の持ち込み施設

無料

非会員の持ち込み施設 5,000 円
【申し込み方法】
①京放技事務所宛にメール：kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp
②京放技事務所に電話連絡 075-802-0082（平日 PM1:00~4:00)

・診療放射線技師法改正 Web セミナー（第 582 回研修会）のお知らせ
【開催日時】令和３年６月１７日（木）１９:００ ～
【開催方法】リアルタイム Web セミナー（Microsoft teams）
【参加方法】事前参加登録制
ここか QR コードから申し込んで下さい。
※申込みの締切は、令和 3 年 6 月 15 日（火）です。
【講

演】
「診療放射線技師法改正について」
日本診療放射線技師会 副会長 児玉 直樹 先生

・フレッシャーズセミナーのお知らせ
【開催日時】令和３年６月２７日（日）１３:３０ ～ １７:３０
【開催方法】リアルタイム Web セミナー（Microsoft teams）
【参加費用】無料
【参加方法】事前参加登録制
ここか QR コードから申し込んで下さい。
※申込みの締切は、令和 3 年 6 月 18 日（金）です。
【詳

細】 プログラム等

・全地区委員会のお知らせ
【開催日時】令和３年７月４日（日）1４:30 ～
【開催方法】リアルタイム Web セミナー（Microsoft teams）
※地区委員の皆様のご参加をお待ちしております。
（参加入口は、後日登録しているメールアドレスに送信致します。
）
・第７４回（公社）通常総会のお知らせ

【⽇ 時】

令和 ３年５⽉８⽇（⼟）14：30 〜

【会 場】

京都府⺠総合交流プラザ 京都テルサ

【会場変更】 京都府放射線技師会 会議室（二条プラザ 2 階 204 号室）
※京都府からの緊急事態宣言が発令され、京都テルサ閉鎖のために
急遽会場が変更となりました。
新型コロナウイルス感染症における感染拡大防止の観点から、定時総会は規模を縮小
して開催いたします。昨年同様に規模を縮小して会場での開催ですが、今年度はオンラ
インを用いて、リアルタイムで Microsoft teams を使用した総会オンライン配信もあ
わせて実施致します。
※オンライン配信希望の方は、ここか下記の OR コードから必要事項を入力
して下さい。
【注意事項】
・オンライン参加者は、視聴（傍聴）のみで質問や議決は行えません。
・ご視聴には、データ通信が伴います。
・Wi-Fi もしくは有線 LAN 環境下でのご視聴を推奨いたします。
・インターネット回線の状況やサーバー負荷その他視聴者の PC 環境により
映像や音声が途切れる、又は停止するなど正常に視聴できない可能性が
ございます。
・中継映像の著作権は、当会に帰属いたします。
・ 配信された動画、内容のスクリーンキャプチャ、動画記録、
動画撮影等を禁止いたします。
今回の総会は、当会の名称変更と会費減額の議案を上げております。
この議案には、正会員の議決権の 2/3 以上の決議が必要です。
委任状と書面議決書の提出を重ねてお願い申し上げます。

・MR 専門技術者認定試験直前対策 on the web 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

・
「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

