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新年明けましておめでとうございます。会員ならびに関係諸団体の皆様には日頃から

京都府放射線技師会の事業推進にご尽力いただきまして誠にありがとうございます。 

公益法人を取得してもうすぐ 2 年になります。府民に支持される技師会とするために

は、いろいろな事業の展開はもちろんのこと、公益監査で組織率が必ず問われます。昨

年、多少は新人会員や復活会員が増えましたが、当技師会の組織率は約 50％、目標は

60～70％です。今年も 60％を目指して事業を展開していきます。 

今後は会員の皆様へ 3 つのお願いをしたいと思います。 

① 近畿学術大会（2 月 16 日京都府立医科大看護学舎）への多くの参加をお願いいたし

ます。 

② 平成 27 年全国学術大会・レントゲン発見 120 年記念大会（平成 27 年 11 月 21 日～

23 日京都国際会議場）の成功に向けて、絶大なるご協力をお願いいたします。 

③ 教育機関（中学から大学まで）に放射線の知識啓蒙と職業の理解をより一層進めて

いきたいので、会員諸氏が講師となって出前授業を積極的に行っていただくようお

願いいたします。 

昨年、京都府災害委員会の一員になったことで、京都府および各市町村で開催される

原子力防災委員会および防災訓練への参加要請が増えますので、一人でも多くの会員が

参加して頂けるよう、ご協力お願いいたします。 

また、日本診療放射線技師会との連携事業として、静脈注射（針刺しを除く）講習会

や注腸 X 線検査講習会、基礎技術講習等々を開催します。特に基礎技術講習は放射線技

師として資格を持つ者が全ての分野の知識を得るために行っている講習なので、全員受

けていただきたい。但し、今後も会員、非会員の格差は今まで以上に広がっていくでし

ょう。この一連の事業は次期通常国会で法制化する運びとなっております。 

いろいろな意味で確実に歩まなければなりませんが、菜根譚からの一節で「偏信して

奸（かん）に欺かるること母れ（なかれ）。自任して気に使はるること母れ（なかれ）。

己の長を以て人の短を形（あら）わすこと母れ（なかれ）。己の排（せつ）に因って人

の能を忌（い）むこと母れ（なかれ）。」これは、物事の真相を究（きわ）めずして、一

方の言のみを偏り信じてはならない。また、自分の力量をはからず、自己の客気のまま

に行動してはならぬ。真に勝れた人は、自分の長所を言う代わりに他人の長所を挙げる

ものである。自己の能力が劣ったことを自覚したら、他人の能力を凌駕するよう努力す

べきである。全て己を挙げんが為、人を堕さんとすることは、必ずその反対の結果を来

すことを思い、深く慎まなければならない。という意味です。皆さんも実行してみては

いかがですか。 

まだまだ、書ききれませんが、会員全員で技師会を「未来」に向かって創り上げまし

ょう。役員一同頑張りますので、どうかより一層のご協力をお願いいたします。 

（公社）京都府放射線技師会会長 轟 英彦 

役員一同  

／
（通算 644 号） 

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/ 

公益 
社団法人 京都府放射線技師会 

謹賀新年 伝統文化継承と未来に向かって 

京放技事務所開所時間（月～金の午後 1 時～5 時） 
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学術委員会 原口 隆志 

11 月末まで募集していた 2 月 16 日開催の近畿放射線技師会学術大会の一般演題も、

23 演題集まりました。ありがとうございました。 

学術委員会にて発表部門と順番を決定しましたので、ご報告いたします。 
 

CT・アンギオ部門 

「冠動脈 CT におけるランジオロール塩酸塩の投与量についての検討」 

 京都府立医科大学附属病院 肥後 谷瞬 

「IMADA スイッチの使用経験」 京都府立医科大学附属病院 肥後 谷瞬 

「造影剤自動注入器における簡易的な精度管理についての検討」 

 医療法人財団 済美会昭和病院 須賀 龍也 

「臨床における CT-like-image の有用性」 洛和会音羽病院 村山 真志蕗 

「新型血管造影装置の使用経験と肝臓 TAE 時の IVR-CT システム 

  による CTAP,CTHA の実施経験から考える最適条件」 宇治徳洲会病院 山口 恵亮 

「IVR 支援システムの構築」 奈良県立医科大学付属病院 西崎 翔 
 

MRI・放射線治療部門 

「Time of flight MRA にて硬膜動静脈瘻が疑われる症例に対して行う Time resolved MRA の有用性」 

 兵庫県立淡路医療センター 藤田 達也 

「3D TOF MRA を 3D cine PC MRI にレジストレーションすることによる WSS の改善」 

 京都第一赤十字病院 吉永 昭夫 

「RESOLVE 画像が与える有用性の検討」 市立長浜病院 木村 拓美 

「画像誘導放射線治療における Cone-Beam Computed-Tomography 

  の独自のフィルタ関数組み合わせによる画質評価」京都第一赤十字病院 高坂 静佳 

「当院の通常照射における呼吸性移動対策息止め照射の有用性」 市立長浜病院 辻 雅之 

 

一般撮影部門 

「無線 LAN 対応型 FPD システムを用いた災害時のポータブル撮影の運用について」 

 兵庫医科大学病院 駒居 柚哉 

「FPD を用いた腹部ノングリッド撮影について」 兵庫医科大学病院 真鍋 綾夕奈 

「手術室ポータブル撮影における無線型 FPD 搭載移動型 

  デジタルＸ線装置導入による画像提供時間の検討」 和歌山県立医科大学附属病院 斉木 善之 

「無線環境下における wireless FPD を用いた回診撮影システム構築について」 

 京都府立医科大学附属病院水田 正芳 

「当院におけるトモシンセシス（T-smart）の使用経験」 三菱京都病院 内田 昌宏 

「トモシンセシスにおける測定精度に関する基礎的検討」 奈良県立医科大学附属病院 小川 哲也 

 

医療安全・管理部門 

「男性の診療放射線技師による検診 MMG 撮影についてのアンケート」 

 医療法人善正会上田病院 本田 健二 

「診療放射線技師による読影レポート記載法の検討－対策型胃がん検診について－」 

 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター 山本 兼右 

「医療安全対策への取り組み-診療放射線技師として出来ること-」 滋賀県立成人病センター 草野 邦典 

「造影剤アレルギー既往歴のチェックシステム－Excel を用いた簡易システム－」 

 岸和田徳洲会病院 谷川原 竜乙 

「当院の勤務体制の検討について」 公立南丹病院 山根 稔教 

「京都府を中心とした医療施設が保有するサーベイメーターの現状と性能評価及び校正の試み」 

 済生会京都府病院 大澤 啓次  

平成 25年度近畿放射線技師会学術大会一般演題 

株式会社 島津製作所  075（811）9111  コニカミノルタヘルスケア株式会社 0570（01）1203 
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― 胃の基本読影法とレポート記載法 ― 
  日本消化管画像研究会会長 腰塚 慎二 

  レポート班班長 山本 兼右 

 

レポート班セミナーでは、対策型胃がん検診に従事している診療放射線技師を対

象に胃癌症例や良性疾患など胃の基本読影法を山崎秀男医師と小川利政技師にわか

りやすく解説していただきます。また、厚生労働省からの通達にあった「読影の補

助」を受けて、本研究会レポート班が作成しました対策型胃癌検診の読影レポート

記載用紙について解説します。お気軽にご参加ください。 

 

・日 時： 平成 26 年 3 月 29 日（土）受付開始 13：30 開演 14：00～18：00 

・場 所： 公財）大阪がん循環器病予防センター6 階研修室 

  大阪市城東区森之宮 1-6-107 

・参加費： 日本消化管画像研究会会員、日本診療放射線技師会会員：1,000 円 

  学生：500 円 上記以外の方：2,000 円 

  新規入会（セミナー参加費込）：3,000 円 

・定 員： 50 名（先着順締め切り）必ず事前登録をお願いします。 

 

プログラム 
進行 白波瀬 茜 

14:00 挨拶 

14:10 胃症例の基本読影法 大阪物療大学 小川利政 

15:00 読影レポート 大阪がん循環器病予防センター 山本兼右 

15:30 胃症例検討会 ① 

― 参加者による症例読影とレポート記載用紙の所見記入 ― 

16:10 休憩 

16:20 胃症例検討会 ② ― 症例の解説と所見記入の説明 ― 

  症例解説：大阪がん循環器病予防センター 

  コメンテーター：レポート班 高井正史、松岡考明、細見聡 

17:50 閉会の辞 

 

事前登録：日本消化管画像研究会 HP の画面左にあります“Mail”より、「レポート班

セミナー参加希望」と明記の上、施設名、施設住所、氏名、メールアドレス、会員（日

本消化管画像研究会・日本診療放射線技師会・その他の学会研究会、学生は学校学部

を記載）の有無を明記して送信をお願いします。受信確認後、受付担当より返信いた

します。受付開始は平成 25 年 12 月 9 日からです。 

お問い合わせ方法：事前登録と同様に、要件を記載して送信してください。 

なお、レポート班セミナーは日本診療放射線技師会の委託研究費助成事業です。  

第 1回日本消化管画像研究会研究班セミナー 

レポート班セミナー 
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厚生委員会 中川 稔章 

 

12 月 8 日（日）に京放技会議室にて選手 6 名が集合し、大阪府で開催予定（1 月

19 日）の第 25 回近畿地域放射線技師会囲碁大会に向け、熱き戦いが繰り広げられ

ました。 

抽選後簡単にルール説明があり早速試合開始、1 人 5 局打ちで成績上位から代表 5

名を選出しました。（今回も前年同様、同じ勝ち数の場合、勝ち点の多い者を上位と

する。それも同じなら持ち点の高い者を上位とする。という勝ち点制を導入し持ち

点が低い選手の救済措置を設定した。） 

結果は以下のとおりです。 

 

予選会結果（敬称略） 

1 位 金津 武弘 （236）5 勝 0 敗（勝ち点+9） 

2 位 小林 徹 （236）3 勝 2 敗（勝ち点+3） 

3 位 江南 伸治 （226）2 勝 3 敗（勝ち点−2） 

4 位 古川 襄 （214）2 勝 3 敗（勝ち点−2） 

5 位 荒木 信義 （230）2 勝 3 敗（勝ち点−3） 

6 位 森江 彰 （202）1 勝 4 敗（勝ち点−5） 

 

3 位、4 位、5 位は同じ勝ち数のため、勝ち点、持ち点により決定しました。 

（ ）内の数字は前年度近畿大会結果の持ち点 

1 位から 5 位までが出場と決定しました。 

 

烏鷺の会（囲碁同好会）では毎月第3日曜日午前10時から例会を開催しております。 

囲碁を始めたい方、また初心者の方、お気軽に京放技会議室（二条プラザ 2 階 204

号室）に来て下さい。お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

厚生委員会 中川 稔章 

 

第 25 回近畿地域放射線技師会囲碁大会が大阪府で開催されます。 

 

日時：平成 26 年 1 月 19 日（日） 午前 9 時 30 分〜 

会場：大阪府医師会協同組合 別館 8 階大ホール 

地下鉄谷町線 谷町 6 丁目駅 3 番出口徒歩 5 分 

大阪市中央区上本町西 3−1−5 

06−6768−2071（代表） 

  

第 25 回近畿地域放射線技師会囲碁大会 案内 

第 25 回近畿地域放射線技師会囲碁大会京都府予選会報告 
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 第 7回理事会報告  平成 25 年 12 月 7 日 
議長に松元理事、書記に新井理事を選任し午後 3 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）経過報告及び計画（轟会長） 

（経過報告） 

・11月 15日 京都私立病院協会創立 49周年記念式典 

  (ホテルグランヴィア京都) 

・11月 17日 静脈注射(針刺しは除く)講習会 (京都第二赤十字病院) 

・11月 24日 静脈注射(針刺しは除く)講習会 (済生会滋賀県病院) 

・11月 30日 全国教育委員会議（轟出席） (日放技事務所) 

・12月 1日 大放技公益社団法人取得・設立 65周年記念式典 

  (ホテル大阪ベイタワー) 

・12月 7日 平成 25年度京放技第 7回理事会 (京放技会議室) 

（計画） 

・12月 8日 静脈注射(針刺しは除く)講習会 

  (和歌山県立医科大学生涯学習センター) 

・ 近畿地域放射線技師囲碁大会京都府予選 

  (京放技会議室) 

・12月 12日 全国学術大会打ち合わせ京都文化交流コンベンション
ビューロー 

・12月 14日 日本診療放射線技師会第 4回理事会 (東京) 

・12月 15日 静脈注射(針刺しは除く)講習会 

  (奈良県立医科大学附属病院) 

・12月 18日近畿地域放射線技師会学術大会実行委員会  

   (京放技事務所) 

・12月 20日 総務委員会 (京放技事務所) 

平成 26年 

・1月 10日 平成 25年度京放技第 8回理事 (京放技事務所) 

・1月 11日 岐阜県放射線技師会学術大会 (岐阜) 

・1月 18日 京都私立病院協会新年互礼会 

・1月 18～19日 全国学術大会反省会および引継ぎ (大分市) 

・1月 19日 近畿地域放射線技師囲碁大会 

  (大阪府医師協同組合会館) 

・2月 14日 全国学術大会下見および打ち合わせ (京都国際会議場) 

・2月 15日 第 2回近畿会長副会長会議 (平安会館) 

・2月 16日 近畿地域放射線技師会学術大会 (京都府立医科大学) 

・2月 22日 日本診療放射線技師会第 5回理事会 (東京) 

・3月 8日 平成 25年度京放技第 10回理事会 (京放技事務所) 

・3月 28日 京都府へ次年度事業計画提出 

・3月 29日か 4月 5日 期末監査 (京放技事務所) 

・4月 5日か 12日 平成 26年度京放技第 1 回理事会(京放技会議室) 

・5月 10日 京放技総会 

 平成 26年度京放技第 2回理事会 

2）委員会報告及び計画 

【庶務】皿谷理事 

・会員数 11月 30日現在 496名（先月-１） 

（内訳）名誉会員 4名・正会員 465名・賛助会員 27名（社） 

新入会 1名、物故者１名、賛助退会１名 

※平成 25年度新入会累計 26名（再入会 0名含む） 

・委員会報告 

・対外文書 95件、発刊文書 15件（11月 1 日～11月 30日） 

【財務】武部理事 

・会費納入状況 

10 月末日現在平成 25 年度会費納入状況 351 名（75.0％）平成

24 年同期（78.0％） 

平成 25年度会費未納者 120名 

平成 24年度会費未納者 5名 

・平成 25年 11月会計収支報告書 

・11月 29日 財務委員会 (京放技事務所) 

【学術】原口理事 

・11月 17日 静脈注射（針刺しは除く）講習会開催（37名受講） 

  (京都第二赤十字病院) 

・11月 25日 近畿地域学術大会プログラム委員会開催 

  (京都府立医科大学) 

・11月 30日 近畿地域放射線技師会学術大会演題発表応募締め切り
（合計 23演題） 

・11月 近畿地域放射線技師会学術大会 講師・座長依頼及び
抄録執筆依頼作成 

・12月 10日 南地区委員会に参加予定 

・12月 12日 平成 27年度全国大会打ち合わせ予定 

・12月 18日 近畿地域学術大会プログラム委員会開催予定 

  (京放技事務所) 

 菊元氏（音羽病院）を京都府より講師推薦 

平成 26年 

・1月 12日 基礎講習会「X 線 CT」開催予定 (和歌山県) 

・2月 16日  近畿地域放射線技師会学術大会開催予定 

   (京都府立医大看護学舎) 

・近畿地域放射線技師会学術大会への役員と会員の協力を要請 

【編集】中島理事 

・11 月 18日 12月号ニュース編集作業 (田辺中央病院) 

・11 月 25日 12月号ニュース校正作業 (田辺中央病院) 

・12 月 16日 1月号ニュース編集作業予定 (田辺中央病院) 

・12 月 24日 1月号ニュース校正作業予定 (田辺中央病院) 

【広報・渉外】新井理事 

・11 月 13日 「第 40回くらしと健康展」第 3回実行委員会開催 

   (京都府医師会館) 

 総参加者数 421名（－152名） 放射線部門 63名（+3名） 

・12 月 10日 「第 1回広報･渉外委員会」開催予定 

・2月上旬に「無資格者による診療放射線技師業務の防止に関する要
望」書提出予定 

【組織調査】久保田理事 

・学遊会の準備（場所・日程調整） 

・12 月 26日 組織調査委員会開催予定 

平成 26年 

・3月 学遊会開催予定 

【厚生】中川理事 

・12 月 8日 近畿地域放射線技師囲碁大会京都府予選会開催予定 

   (京放技会議室) 

・1月 19日 近畿地域放射線技師囲碁大会開催予定 

   (大阪府医師協同組合) 

【情報】中田理事 

・11 月 10日 理事会メーリングリスト作成作業 

・12 月 3日 京放技ニュース、ホームページ掲載作業 

【管理士】山根理事 

・11 月 28日 京都府原子力防災訓練開催会議参加 (福知山市) 

・12 月 19日 京都府原子力防災訓練開催会議参加予定 

・12 月 18日管理士委員会開催予定 (亀岡シミズ病院) 

平成 26年 

・1月 25日 京都府原子力防災訓練参加予定 (福知山市三段池公園) 

【受賞者選考委員会】河本副会長 

勤続表彰関係 

・11 月 22日 平成 25年度勤続表彰申請書を日放技へ発送 

その他 

・11 月 20日 次年度京都府推薦厚生労働大臣表彰申請内容、方法に

ついて確認 (府庁医事課) 

・12 月 2日京都府放射線技師会表彰規定について (府庁健康福祉部) 

II．地区経過報告及び計画に関する件 
【北地区】古谷理事（庶務理事代読） 

・11 月 11日 地区委員に近畿学術大会への参加、事前登録の依頼 

・11 月 14日 訃報連絡配信 

・11 月 21日 北地区委員会予定していたが都合により延期 

【中地区】楡理事（庶務理事代読） 

・11 月 12日 連絡網にて、地区委員への事前登録のお願いと今年度

会費未納者への納入依頼、静静脈注射（針刺しは除く）
講習会への参加依頼について配信 

・11 月 15日 連絡網にて訃報の配信 

・12 月 4日 連絡網にて、会長・副会長選挙ハガキの年内投函依頼、
近畿学術大会への事前登録のお願いについて配信 

【東地区】平川理事 

・11 月 10日 地区委員に、会費未納者の催促、近畿地域放射線技師
学術大会のお手伝い、事前登録、演題登録願いを依頼 

・11 月 14日 訃報連絡配信 

【西地区】丸山理事 

・11 月 11日～14日 西地区に移動した会員へ、西地区連絡方法の説
明と登録方法を説明 

・11 月 14日 訃報連絡 

【南地区】渡里理事 

・11 月 11日 近畿学術登録のお願い 

・11 月 14日 訃報連絡 

・12 月 10日 地区委員会及び懇親会 

平成 26年 

・欠員になっていた地区委員 2名の承認 

【両丹地区】山添理事 

・11 月 9日 平成 25年度両丹地区秋季研修会は第 46回北京都MRI
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研究会と共催 

 参加者：23名（非会員 5名含む） (福知山市民病院) 

・研修会報告を京放技ニュース 12月号に掲載済み 

・平成 25年度第 2回両丹地区委員会（秋季研修会終了後）開催 

平成 26年 

・2月 16日以降平成 25年度両丹地区冬季研修会及び年度末事業報 

  告会 

  H25年度事業報告及び H26 年度計画（終了後懇親
会、希望者は宿泊手配） 

【西南部地区】松元理事 

・11月 12日 静脈注射（針刺しは除く）講習会案内をメールにて連
絡 

・11月 14日 訃報連絡をメールにて連絡 

・11月 15日静脈注射（針刺しは除く）講習会時間割変更について 

 メールにて連絡 

III．その他 
1）選挙管理委員会報告（澤田委員長） 

12 月 1日に配布した会長・副会長選挙の投票が 12月 31日必着で
締め切られる。1月 6日に票の集計を行う。投票用紙の投函に関し

て、保護シールの提案があったが、記載している内容はホームペー
ジにも公開されている内容であり、個人情報は含まれていないので、
選挙管理委員会にて不採用としました。これは地区理事選挙でも同

様とする。 

2）教育委員会報告（轟会長） 

今後の日放技の主な目標として、1.読影補助レポートの実績を多く
の施設で積んでいき、読影の補助の促進を促したい、2.診療放射線
技師法を改定し、多々ある問題を解決する、3.行政が法律の改定を

認めても、立法を変えるには 3年以上かかるので、国会議員を選出
する、4.チーム医療連携として、回診車にて技師のみでの撮影が可
能なのは胸部撮影のみだが、いずれマンモや胃透視も徐々に可能に

して行きたい、と中澤会長より説明があった。 

定員 20 名に満たなくて中止になった基礎講習会が今年度だけで 6

ヶ所ある。超音波等の新項目は開催する各地方で検討していただけ

れば、了承するとのこと。 

静脈注射（針刺しを除く）講習会、フレッシャーズセミナーは来年
度も今年度同様に開催する予定。 

新・JART 会員情報システムへの移行のため、1 月 18 日～2 月 2

日の間は停止する。新システムでは今までの不具合が解消される予
定である。 

3）中間監査 

平成 25年度中間監査が田城・四井両監事より報告された。 

 

次回理事会は平成 26 年 1 月 10 日(金)午後 7 時より京
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。 (文責新井) 

 

 

 
ボーナスの時期です。今年度の事業活動も残り 3 ヶ月となりました。 

納入がまだの方は、早急にお願いします。 

 

 

 

 
京都市内でアルバイトの求人があります。週 5 日勤務でマンモ撮影のできる方です。 

詳しくは京放技ホームページか、事務所までお問い合わせください。 

 

 

 

 
京放技事務所は 1 月 5 日までお休みをいただきます。 

業務開始は 1 月 6 日（月）からとなります。 

 
  理事会で決定、報告された重要事項 

● 2 月 16 日開催の近畿地域放射線技師会学術大会に各理事、各委員が協力して準備すること

を要望。 

 

  1 月以降の京放技活動 

 

 

 

 

 

 

 1 月 19 日 （日） 近畿地域放射線技師囲碁大会 大阪府医師協同組合会館 

 2 月 1 日 （水） 会長・副会長選挙当選結果公表 

 2 月 1 日 （水） 地区理事選挙投票開始 

 2 月 16 日 （日） 平成 25 年度近畿地域放射線技師会学術大会 

     京都府立医科大学図書館ホール・看護学舎 

 5 月 10 日 （土） （公社）京都府放射線技師会第 3 回通常総会 

 

 事務所の年始休み 

アルバイトの求人 

会費納入のお願い 
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