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公益社団法人 京都府放射線技師会会長 轟 英彦 

定款第24条の規定に基づき、下記の要領によって公益社団法人京都府放射線技師会

第 4 回通常総会を開催します。会員各位には、ご多忙中とは思いますが万障繰り合わ

せて御出席になられますようお願い致します。 

（尚、総会出欠はがきは 5 月 8 日（金）までに事務所必着） 

 

日時：平成 27 年 5 月 9 日（土）15：30～ 

会場：エーザイ株式会社 京都コミュニケーシ

ョンオフィス（京都御幸ビル 8 階） 

 

【総会次第】 

開会の辞 

議事 

1. 議長選任の件 

2. 平成 26 年度事業及び決算に関する件 

  （1）平成 26 年度事業経過報告（案） 

  （総括報告及び各委員会報告） 

  （2）平成 26 年度会計決算報告（案） 

  （3）平成 26 年度監査報告 

3. 名誉会員推戴の件 

4. その他 

5. 議事録署名人選任に関する件 

閉会の辞 

 

総会資料はホームページに掲載しています。ご覧ください。 

尚、ホームページをご覧いただけない方は資料をお送りいたしますので、事務所まで 

ご連絡ください。 

 

 

 

学術委員会 原口 隆志 

上記通常総会の前に研修会を予定しております。 

日時：平成 27 年 5 月 9 日（土）14：00 ～ 15：30 

会場：エーザイ株式会社 京都コミュニケーションオフィス（京都御幸ビル 8 階） 

会費：会員無料（非会員 500 円） 

テーマ：医用 LCD モニターの基礎と管理 
講師：EIZO 株式会社 技術管理部 医療機器課 橋本 憲幸氏  

／
（通算 660 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 

公益社団法人京都府放射線技師会第 4 回通常総会のお知らせ 
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広報・渉外委員会 新井 喬 

京都病院学会(京都私立病院協会･京都府病院協会主催)が 6 月 14 日(日)に開催されます。

今回、学会の会場は、昨年に引き続き池坊短期大学での開催となり、節目の 50 回目となり

ます。 

学会の基調講演は「強い組織と優しい人間関係」と題して、秋沢伸哉教授（立命館大学

大学院経営管理研究科）にお願いしました。また、特別講演は「これからの病院のブラン

ド創り」と題して首藤明敏社長（博報堂コンサルティング）にお願いしました。組織と従

事する人を中心としたテーマの講演会となっています。 

なお、要望演題は「職員・患者を元気にする取り組み」とし今回も継続演題「チーム医

療」を予定しています。 

今回の総演題数は 410 演題となりました。放射線部門は第 5 群で 28 演題の発表が予定

されており、会員･非会員にかかわらず多数の参加をお待ちしております。 

なお、今回から参加費は協会会員施設の従事者は無料となりました。受付手順の若干の

変更があり、このことに関しての詳しいことは事務局 075‐354‐8838 までお問い合わせ

下さい。 

 

記 
 

 

日時：平成 27 年 6 月 14 日(日) 9：00～17：00 

会場：池坊短期大学 美心館 3 階（放射線部門 第 5 会場 12：40～15：56） 

参加費：医療従事者は無料、学生・市民は 1,000 円 

アクセス：地下鉄「四条駅」・阪急「烏丸駅」下車、26 番出口より西へ徒歩 2 分 

 市バス「四条烏丸」停留所より徒歩 2 分 

（構内には参加者用の駐車場はありませんので公共交通機関をご利用の上ご来場ください） 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報･渉外理事 新井 

  ＊連絡先:宇治徳洲会病院 TEL 0774-20-1111(代表) 放射線科まで 
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第 50 回京都病院学会開催のお知らせ 

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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  第 1 回理事会報告   平成 27 年 4 月 11 日
議長に中田理事、書記に大西理事を選任し午後 16 時 00 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 轟会長 

（経過報告） 

・3月 14日 京都医療科学大学卒業式 京都医療科学大学 

 全国学術大会プログラム委員会 京放技会議室 

・3月 21日 学遊会（BBQ） 友愛の丘 

・3月 25日 平成27年度事業計画申請および公益法人監査補正書類

等の提出 

・4月 4日 京都医療科学大学入学式 京都医療科学大学 

 期末監査 京放技事務所 

・4月 8日 公衆衛生推進事業補助金実績報告および次年度補助金

交付申請書の提出 

・4月 10～11日 医学会総会開会式等に出席 京都国際会館 

・4月 11日 平成 27年度京放技第 1回理事会 京放技会議室 

（計画） 

・4月 16～18日 第 71回日本放射線技術学会大会企業展示回り 

 （轟・原口） パシフィコ横浜 

・4月 25日 日本放射線技師会第 1回理事会（轟） 日放技事務所 

・5月 9日 第 557回研修会 エーザイ会議室 

 平成 27年度通常総会 エーザイ会議室 

 京放技第 2回理事会 エーザイ 

・6月 5日 エックス線発見 120年記念式典 

 全国学術大会打ち合わせ 

・6月 6日 日本診療放射線技師会総会 TKP ガーデンシティ竹橋 

 日本診療放射線技師会第 2回理事会 日放技事務所 

・6月 13日 平成 27年度京放技第 3回理事会 京放技会議室 

・6月 14日 第 50回京都病院学会 池坊短期大学 

・7月 5日 全地区委員会、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 

（その他） 

・全国学術大会への協力依頼を京都府下 100 施設あてに発送 

・各種学校に学術大会演題発表依頼 

・京都国際会館下見（4月中） 

・平成 26年度事業報告提出 

2）各委員会報告及び計画 

【庶務】皿谷理事 

・会員数 3月 31日現在 498名（先月－4） 

（内訳）名誉会員 4名・正会員 471名・賛助会員 27名（社） 

除籍 4名 

※平成 26年度新入会累計 25名（再入会 1名含む） 

・委員会報告 

・対外文書 102件、発刊文書 3件（3月 1 日～3月 31日） 

・須藤庶務委員が育児休暇のため辞退し、服部 恵里香（大阪医科大

学附属病院）の就任を承認 

【財務】渡里理事 

・会費納入状況（平成 27年 2月末日現在）401名（85.1%） 

平成 26年度分納入 2名、平成 25年度分納入 1名 

平成 25年度会費未納者 4名、平成 24 年度会費未納者 1名 

・平成 26年度 3月会計収支報告書 

・3月 24日 委員会開催 京放技事務所 

・3月 29日 委員会開催 京放技事務所 

・3月 30日 委員会開催 京放技事務所 

【学術】原口理事 

・3月 14日 第 31回日放技学術大会実行委員会開催 京放技会議室 

・4月 16～19日 第 71回日本放射線技術学会総会学術大会参加予定 

  パシフィコ横浜 

・5月 9日 第 557回研修会予定 エーザイ京都支店 

・4月末～5月に委員会開催予定 

【編集】中島理事 

・3月 21日 学遊会参加 友愛の丘 

・3月 26日 4月号ニュース校了 田辺中央病院 

・3月 30日 全国大会名刺発注 

・毎日 年報原稿編集作業 

・4月 17日 南地区委員会出席予定 京都医療センター 

・4月 13日の週 定款・規定、年報校了し、印刷開始予定 

・4月 20日 5月号ニュース編集作業予定 田辺中央病院 

【広報・渉外】新井理事 

・3月 20日 京都病院学会全 28演題を演題群 5群分け 

・3月 24日 財務委員会に出席 18:30～ 

・4月 4日 京放技期末監査に出席 15:00～ 

・4月 6日 京都府へ補助金実績報告書・申請書発刊 

・4月 7日 「第 50回京都病院学会第 3回実行委員会／第 5回理事

会」出席 京都市立病院協会会議室 

・5月 12日 「第 50回京都病院学会第 4回実行委員会／第 6回理事

会／会場見学」合同開催出席予定 

  京都市立病院協会会議室 

・6月 2日 「第 50回京都病院学会第 5回実行委員会／第 7回理事

会」合同開催出席予定 

・JART へ病院学会の座長／準備委員などの申請 

・第 50回京都病院学会案内記事を 5月号ニュースへ掲載 

【組織調査】久保田理事 

・3月 21日 学遊会 BBQ 参加者 24名 友愛の丘 

・4月 新入職者紹介案内の発送作業予定 

・5月 入会案内、フレッシュ診療放射線技師の集い案内発送

作業予定 

・7月 5日 全地区委員会開催予定 

【厚生】中川理事 

・3月 21日 学遊会（BBQ）開催（参加者 24名） 友愛の丘 

・7月 5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】中田理事 

・4月 1日 京放技ニュース PDF を掲載 

 全国大会バーナーに演題募集、事前登録を追加 

【管理士】山根理事 

・3月 19日 管理士委員会開催 亀岡市シミズ病院 

【受賞者選考委員会】河本副会長 

・3月 27日 平成 27年度 50年、30年勤続表彰決定通知届く 

 50年 1名、30年 6名、1名勤続年数不足の報告 

・3月 30日 再審査について日放技連絡（君塚氏対応） 

・4月 1日 日放技表彰委員会へ再審査申請書郵送 

その他 

・3月 10日 同志社健康スポーツ学部 石井教授へ訪問挨拶 

・3月 20日 祇園祭連合会事務所へ講師依頼について訪問 

・4月 2日 学術大会、CT リフレッシャーズセミナー講師として滋

賀医大牛尾先生、 MRIリフレッシャーズセミナー講師

として大阪赤十字病院高津先生に依頼、受諾 

・4月 3日 祇園祭連合会事務所へ講師の受諾をいただく 

連合会より 講師の人選、テーマについて 4月 10まで

に決定、報告することに 

・会員からの苦情があり現在内容につき調査中 

II．地区経過報告及び計画に関する件 

1）【北地区】山本理事（庶務代読） 

・3月 13日 訃報連絡を連絡網にて配信 

・4月 1日 訃報連絡を連絡網にて配信 

2）【中地区】楡理事 

・3月 12日 連絡網にて訃報連絡を配信 

・3月 24日 予防医学センターの地区委員が退職（＆脱会の表明）

とのことで、後任の選定を技師長に依頼 

・4月 2日 連絡網にて訃報連絡（事後）を配信 

・4月 9日 連絡網にて日放技からのアンケートへの協力依頼 

・4月中の委員会の開催を、残りの地区委員に打診中 

3）【東地区】長岡理事 

・3月 13日 訃報連絡を連絡網にて配信 

・4月 1日より長岡が音羽病院から丸太町病院に異動 

4）【西地区】平井理事（庶務代読） 

・3月 2日 一斉メールにて学遊会 BBQ のおしらせを配信 

・3月 11日 地区委員へ訃報連絡をメール送信 

・3月中に西地区委員会を開催調整 

5）【南地区】大西理事 

・3月 30日 南地区活動の年報を編集委員会にメール送信 

・4月 1日 訃報連絡をメール配信 

・4月 4日 委員会の日程についてメール配信 

・4月 17日 委員会開催予定 京都医療センター 

6）【両丹地区】上田理事 

・3月 12日 訃報連絡を連絡網にて配信 

・4月 1日 訃報連絡を連絡網にて配信 

 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社  075（691）5101 
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7）【西南部地区】松本理事 

・3月 5日 訃報連絡メール配信 

・3月 10日 学遊会案内をメール配信 

・4月 1日 訃報連絡をメール配信 

・5月に委員会開催予定 

III．その他 

1）年度末監査報告 

田城監事、武部監事より平成 26年度年度末監査報告がなされた。 

2）全国学術大会 

3月 14日にプログラム委員会を開催した。JTBの演題申込み、宿

泊申込みの見直しを行った。 

日程表も大枠は決まった。7月にプログラムを決定した段階で最終

的な日程が決まる。4月 1日から学会ホームページが開かれ、現在、

演題申込み、宿泊申込みは可能になっている。宿泊費が若干高額で

はないか、との問い合わせもすでに聞いているが、JTBが責任を

持てるホテルがその値段になってしまっている。格安なホテルもあ

るが、そういった施設はトラブル等の問題が目立っているので、そ

のようなところは JTBとして紹介できないので、この値段になっ

ている。4月 16日から横浜で行われる技術学会大会で、メーカー

へのあいさつ、来場者への京都大会の広報を計画している。 

賛助会員が参加登録する場合は、非会員で登録。 

3）通常総会について 

総会の次第（案）を審議 

平成 26年度事業総括（案）と平成 26 年度予算書（案）を 15日ま

でにまとめて、ホームページに掲載する予定。 

平成 26年度事業総括（案）、決算書（案）を承認 

4）関西広域連合原子力防災協定締結について 

現在、技師会としての意見を京都府に提出して、返事待ち。全国学

術大会で締結式を行えればいいが、出席する近畿知事の予定もあり

希望通りにいくかは未定。 

今回の締結内容に関して賛同することを承認。 

5）公益法人監査集約について 

総会議事録では出席した理事・監事の氏名と書記の氏名を記載する

こと。役員の欠格事由に該当しないことを書面にて確認すること。

官報掲載では貸借対照表を省略したものを掲載しているが、現在は

ホームページなので、完全版を掲載しなければいけない。現在ホー

ムページに掲載されている平成 25年度貸借対照表を、完全版に差

し替える。平成 26年度版は通常総会後に掲載する。現金確認は定

期的なダブルチェックを行うこと。 

以上を京都府より指摘された。 

次回理事会は平成 27年 5月 9日(土)エーザイ京都支店にて開催予定 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責：大西) 

 

 

 

 

 
京都市内の検診施設にて正職員の求人があります。 

詳しくはホームページか事務所までお電話ください。 

 

 

  理事会で決定、報告された重要事項 

● 6 月 14 日に池坊短期大学にて行われる第 50 回京都病院学会では、協会会員施設の

職員の参加費が無料になった。 

● 全国学術大会ホームページにて紹介している宿泊施設は格安での提供をお願いして

いるが、JTB として責任を持てる施設になっている。紹介している施設以外でもさ

らに格安なところはあるが、そういった施設はトラブルの話も聞くので、技師会と

してお勧めするには価格に限度がある。 

 

  5 月以降の京放技活動 

 

 

 

 

 

 

会 員 異 動 
 

【訃報】 

大西 康雄 松下電器健康管理センター（西南部 4） 御母堂 3 月 11 日逝去 

森永 泉美 大阪医科大学附属病院（西南部 1） 御尊父 4 月 1 日逝去 

ご冥福をお祈りします。合掌。 

 5 月 9 日(土) 第 557 回研修会、第 4 回通常総会 エーザイ京都会議室 

 6 月 14 日(日) 第 50 回京都病院学会 池坊短期大学 

 7 月 5 日(日) 第 558 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 

    ホテルセントノーム京都 

求人のお知らせ 

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 

 


