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新しい年になり、早、一か月が過ぎました。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。 

昨年は何と言っても、第 31回日本診療放射線技師学術大会（X 線発見 120周年記念大会）

がこの京都の地で開催できました。参加者は 2,500 名を超え、演題も 520 演題近く集まり、

過去最大規模の大会を開催できたことは、これもひとえに、京都府放射線技師会ならびに 

日本診療放射線技師会を支えていただいている会員皆様の絶大なるご支援の賜物であると

感謝申し上げます。また、大会期間中は何かと行き届かない点もあったかと思います。ここ

にお詫びさせていただきます。 

さて、私が京放技を預からせていただいてから、10 年が過ぎようとしています。その中

で特に、この 5 年間の会の活動ならびに技師の取り巻く環境は大きく変わりました。公益法

人を取得し、法人設立 30 周年記念事業、全国大会などの事業の取り組み、また、東日本大

震災後では診療放射線技師の役割は重要なものとなりました。その後も、原子力災害時のス

クリーニングなど、京都府でも訓練が行われ、必ず診療放射線技師が携わっています。平成

27 年 8 月には関西広域連合の原子力災害時の協力協定が締結され、京都府放射線技師会も

その一員となり、責任の重さも大きくなりました。 

また、「診療放射線技師法の一部改正」で「CT・MRI 検査時の自動造影剤注入装置によ

る造影剤の投与及び検査終了時の抜針・止血、下部消化管におけるネラトンチューブの挿入

と造影剤・空気等の注入、画像誘導放射線治療（IGRT）時の肛門へのカテーテルの挿入と

空気の吸引」が出来るようになりました。 

これからの 4 年間はこの診療放射線技師法の改正に伴う安全と安心のため「業務拡大に伴

う統一講習会」（厚労省指定講習）の推進が必須となります。これは、この 4 月より文部科

学省が学校教育でプログラムに取り入れるため、4 年後にはこの講義単位を持った診療放射

線技師が卒業してくるからです。何度もお伝えしていますが、診療放射線技師改正法律に対

する研修・実習は「努力義務」であると言われていますが、裏を返せば、現役の診療放射線

技師がこの講習を受講しないことは、プロとしての努力（職務義務）を放棄したこととなり

ます。さらに、平成 27 年 12 月に厚労省に「認定講習の受講検討委員会」が立ち上がり、

今後 4 年間の受講率 100％を推進し、最終的には「医療監査」にて受講の有無の項目が盛り

込まれると言われています。本年 4 月から 4年をかけて業務拡大に伴う統一講習会および実

習（指定講習 16 時間）を各府県の技師会が行いますので、是非受講して認定を受けてくだ

さい。非常に重要であることを認識して頂きますようお願いいたします。 

また、敢てお願いをいたしますが、7 月に行われる国政選挙です。日本診療放射線技師会

は勿論ですが、各都道府県技師会が一致団結し、診療放射線技師の将来のため、「診療放射

線技師から国会議員を出す」という決意で臨むことです。 

以上、この 2 点は、我々の将来、ひいては国民府民のためと思っております。 

これからも会員および府民のために役員一同頑張りますので、どうかより一層のご支援・

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 669 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 

過去から未来へ 

京放技事務所開所時間（月～金の午後 1 時～5 時） 
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厚生委員会 中川 稔章 

第 27 回近畿地域放射線技師会囲碁大会が今年は京都府で開催されます。 

皆様、応援をよろしくお願いします。 

日時：平成 28 年 2 月 7 日(日)  9:30 ～ 

会場：ホテルルビノ京都堀川 京都市上京区東堀川通下長者町 3−7 

 TEL 075−432−6161 

出場選手： 小林 徹 （240） 江南 伸治 （230） 

 荒木 信義 （234） 森江 彰 （208） 

 金津 武弘 （232） カッコ内は持ち点 

 

 

 

両丹地区理事 上田 一樹 

例年では冬季研修会の時期ではありますが、準備期間が学術大会と重なっていた事も

あり、計画する事が出来ませんでした。大変申し訳なく思っております。 

今回は両丹地区総会・新年会のみを執り行いたいと思います。宜しくお願い致します。 

日時：平成 28 年 2 月 20 日(土)  

場所：舞鶴赤十字病院東館講堂 

両丹地区総会 17:00 ～ 

両丹地区新年会 19:00 ～ 

＊参加希望の方は、両丹地区上田か京放技事務所までご連絡ください。 

 

 

 

 

厚生委員会 中川 稔章 

毎年１月に新年会を開催していましたが、今年は『業務拡大に伴う統一講習会』、『近

畿囲碁大会』そして、『近畿学術大会』と大きな事業が重なり、開催が延期となってい

ました。また、昨年秋に当会が主催いたしました『第 31 回日本診療放射線技師学術大

会』の折りには、会員のみなさまの多大なご協力を得て無事に終えることが出来ました。 

新年会と学術大会の慰労会を兼ねて、会員、賛助会員の皆様と杯を酌み交わし、今年

のさらなる飛躍の糧として企画いたしました。みなさまお誘い合わせのうえ、多くの方

の参加をお願いいたします。 

記 

日時：平成 28 年 3 月 5 日（土）18:00 ～ 受付開始 

場所：ホテルルビノ京都堀川 京都市上京区東堀川通下長者町 3−7 

 TEL 075−432−6161 

会費：正会員・賛助会員 5,000 円 

今年度新入会員  3,000 円 

申込締切：平成 28 年 2 月 20 日(土) 

申込方法：新春の集いに参加される方は事前登録をお願いします。 

京放技事務所へ電話・FAX または e-mail にて申し込みください。 

TEL&FAX 075−802−0082 

e-mailkyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp 

以上 

  

新春の集い 開催のお知らせ 

第 27回近畿地域放射線技師会囲碁大会ご案内 

ケアストリームヘルス(株)  06 (6534) 7090    富士フイルムメディカル(株) 075 (671) 0264 

 

平成 27年度 両丹地区総会・新年会のお知らせ 
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学術委員会 原口 隆志 

近年、様々な領域において画像診断は必要不可欠なものであり、画像を提供する診療

放射線技師の役割は非常に重要であり、医療に携わる一員として幅広い見識も必要にな

ってきています。 

今回、「認知症とともに歩む」をテーマとして、健康や生活維持等の重要性を府民とと

もに知識の向上を図るべく府民公開講座を企画いたしました。 

 

平成 27 年度京都府放射線技師会府民公開講座 

「認知症とともに歩む」 
 

日時：平成 28 年 3 月 5 日(土) 16:00～17:40（15:40 受付開始） 

場所：ルビノ京都堀川 

〒602‐8056 京都市上京区東堀川通下長者町下ル 

TEL：075-432-6161（代表）FAX：075-432-6160 

参加費：無料 

【プログラム】 

15:40 ～ 受付開始 

16:00 ～  開会の辞、及び会長挨拶 

公益社団法人京都府放射線技師会会長 轟 英彦 

16:25 ～ 特別講演：「認知症とともに歩む ～早期診断と治療の展開～」 

 座長：京都府放射線技師会副会長 北村 真 

 講師：秋口 一郎 先生 

康生会武田病院神経脳血管センター長 

京都光華女子大学健康科学部教授 

17:55 ～ 閉会の辞 

公益社団法人京都府放射線技師会副会長 河本 勲則 

18:00 ～ 新春の集い受付開始 

 

 

 

 

 

京都府放射線技師会会長 轟 英彦 

平成 28 年 2 月 24 ～ 26 日開催の「メディカルジャパン 2016 大阪」は、「関西病院

イノベーション展」、「医療 IT ソリューション展」、「ナーシング EXPO」、「再生医療産

業化展」、「関西医療機器開発・製造展」、「インターフェックス大阪」の 6 つの展示会

で構成されており、それぞれ申し込めば無料参加できます。 

また、後援団体である京都府放射線技師会会員は、全 250 演題を無料で受講できま

す。満席となり次第締め切りとなりますので、興味のある方はお早めに申し込みくだ

さい。 

問い合わせ TEL03-3349-8509、e-mail：hos@reedexpo.co.jp 担当蒲原まで。 

京都府放射線技師会会員である旨お伝えください。 

詳しくは公式 WEB をご参照ください。 

  

府民公開講座のお知らせ 

メディカルジャパン 2016大阪ご案内 
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試験： 平成 28 年 3 月 13 日(日) 13 時 00 分～16 時 30 分 

会場： 大阪市立大学医学部 阿倍野キャンパス（東京でも同時開催） 

 医学研究科医学部医学科学舎 4 階大会議室 

応募人数： 150 人（先着順。同一施設から多数ご応募いただいた場合には、一部の方

にご遠慮いただく場合があります。定員を超過した場合には、当機構ホー

ムページにて案内しますので、申込の際にはご注意ください。） 

携行品： 筆記具(鉛筆)、消しゴム 

申込期間： 平成 28 年 1 月 18 日(月) ～ 2 月 29 日(月)（必着） 

申込方法： 1) 当機構ホームページの試験申込フォームより送信する。 

 2) 所定申込用紙をダウンロード・記入し，必要書類を添付し郵送する。 

 必ず、1)と 2)の両方の手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 
組織調査委員会 久保田 裕一 

厚生委員会 中川 稔章 

余寒の候、会員皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

今年度も共に学び、遊び、絆を深めることを目的とした学遊会を開催します。 

今回も好評のバーベキューを友愛の丘にて行いますので、会員に限らず、会員家族、

診療放射線技師（職場の先輩・後輩・友人）

など多くの参加をお願いします。 

楽しいゲームなどもありますので、食べて飲

んで大いに楽しみましょう。 

参加申し込みは京都府放射線技師会ホーム

ページまたは、技師会事務所へ FAX 及びメ

ールにてお願いします。 

 なお、レクリエーション保険加入のため、 

氏名・年齢・連絡先を必ずお知らせ下さい。 

 

京都府放射線技師会ホームページ http://www.kyohogi.jp/ 

FAX 075-802-0082  メールアドレス kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp 

詳細は、申し込みをされた方へ後日お知らせします。 

 

記 

日程：平成 28 年 3 月 27 日(日) 11:00（JR 奈良線長池駅より送迎あり） 

場所：友愛の丘(京都府城陽市寺田南中芝 80) 

会費：一般会員 3,000 円、平成 27 年度新入会会員 2,000 円 

   一般会員家族 3,000 円、非会員 4,000 円、未成年無料 

 

なお、予約の都合上 3 月 19 日(土)までに申し込み下さい。 

以上  

第 5回 学遊会のご案内 

H27.3.21 の学遊会 

日本救急撮影技師認定機構 

第 6回救急撮影技師認定試験が実施されます 
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_第 9回理事会報告_   平成 28 年 1 月 9 日 
議長に新井理事、書記に山本理事を選任し午後 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） 

・12月 19日 日本放射線技師会第 5回理事会 東京 

・12月 20日 全国教育委員幹事会 東京 

・12月 19～20日 業務拡大に伴う統一講習会 古川医療センター 

・12月 25日 総務委員会 京放技事務所 

平成 28 年 

・1月 9日 平成 27年度京放技第 9回理事会 京放技事務所 

（計画） 

・1月 10～11日 業務拡大に伴う統一講習会 京都第二赤十字病院 

・1月 16日 京都私立病院協会新年互礼会 

・1月 17日 滋賀県創立 65周年記念式典 滋賀県琵琶湖ホテル 

・1月 30～31日 業務拡大に伴う統一講習会 

  大阪がん循環器病予防センター 

・2月 6日 平成 27年度京放技第 10回理事会 京放技事務所 

・2月 7日 近畿地域診療放射線技師会囲碁大会 ルビノ京都堀川 

・2月 13日 近畿地域第 2回会長副会長会議 プラザ淡海 

 京都府医師会新春賀詞交歓会 ホテルグランヴィア 

・2月 14日 近畿地域診療放射線技師会学術大会 プラザ淡海 

・2月 20日 第 31回日本診療放射線技師学術大会監査 

  日放技事務所 

 日本放射線技師会第 6回理事会 日放技事務所 

・3月 5日 府民公開講座 ルビノ京都堀川 

 平成 27年度新春の集い ルビノ京都堀川 

・3月 12日 平成 27年度京放技第 11回理事会 京放技会議室 

・4月 2日 期末監査 京放技事務所 

・4月 9日 平成 28年度京放技第 1回理事会 京放技会議室 

・5月 7 or 14 日 研修会、通常総会 エーザイ or 第一三共事務所 

 通常総会後理事会開催 

・6月 4～5日 日本診療放射線技師会総会 場所未定 

2）各委員会報告及び計画 

【庶務】皿谷理事 

・会員数 12月 31日現在 516名（先月+1） 

（内訳）名誉会員 5名・正会員 484名・賛助会員 27社 

転入会 1名 

※平成 27年度新入会累計 39名（再入会 2名含む） 

・委員会報告 

・対外文書 109件、発刊文書 4件（12月 1 日～12月 31日） 

・新入会 2名、転入会 3名を承認 

【財務】渡里理事 

・会費納入状況（平成 27年 11月末日現在） 

平成 27年度未納者 64名、平成 26年度未納者 13名 

平成 27年度分納入 11名 

・平成 27年度 12月会計収支報告 

・12月 2日 委員会開催 京放技事務所 

・12月 25日 委員会開催 京放技事務所 

【学術】原口理事 

・12月 20日 教育委員会幹事会出席 

・12月 22日 学術委員会 京放技事務所 

平成 28 年 

・1月 10～11日 統一講習会開催予定 京都第二赤十字病院 

・2月 14日 近畿地域学術大会予定 プラザ淡海 

・3月 5日 第 560回研修会開催予定 ルビノ京都堀川 

【編集】中島理事 

・12月 21日 1月号ニュース校了 田辺中央病院 

・1月 8日 組織、学術、厚生合同委員会 

・1月 18日 2月号ニュース編集作業予定 

・1月 22日 南地区委員会出席予定 京都医療センター 

【広報・渉外】新井理事 

・12月 26日第 42回くらしと健康展放射線部門報告書を校正し提出 

・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の作製、

平成 28年 2月上旬に関連団体へ提出予定  

・2月 2日 京都病院学会実行委員会開催予定 京都私立病院協会 

【組織調査】久保田理事 

・1月 8日 組織調査委員会開催 

・3月 27日 学遊会開催予定（BBQ） 友愛の丘 

【厚生】中川理事 

・1月 8日 組織調査委員会開催 

・2月 7日 近畿囲碁大会開催予定 ホテルルビノ京都堀川 

・3月 5日 京都府放射線技師会謝恩会 ホテルルビノ京都堀川 

・3月 27日 学遊会開催予定 BBQ 友愛の丘 

【情報】中田理事 

・12 月 15日 近畿学術大会関西コレクション、磁気共鳴専門技術者

認定試験直前対策案内、PACS Innovation 研究会の案

内掲載 

・12 月 23日 近畿学術大会関西コレクション資料差し替え、近畿学

術大会案内掲載 

・1月 2日 京放技ニュース掲載、役員選挙に関する告示掲載 

【管理士】山根理事 

・12 月 21日 近畿地区管理士ミーティング公文書発送依頼 

・1月 6日 放射線管理士セミナー開催依頼公文書及び講師依頼公

文書発送依頼 

・2月 14日 近畿地区放射線管理士ミーティング参加予定 

 放射線管理士セミナー発表予定 プラザ淡海 

【受賞者選考委員会】河本副会長 

・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】山本理事 

・12 月 28日 近畿地域学術大会事前参加登録案内を連絡網配信 

・地区委員会日程調整中 

2）【中地区】楡理事 

・12 月 15日 放射線管理士部会からのお知らせメール配信 

・12 月 24日メール未登録会員へ、メール登録依頼を京放技ニュー

スに同封するよう手配 

・12 月 27日 近畿地域診療放射線技師会学術大会の参加事前登録の

お知らせと、磁気共鳴（MR）専門技術者認定試験直前

対策の案内配信 

・1月 7日 近畿地域診療放射線技師会学術大会の参加事前登録の

再度のお願いと、学術大会の詳細について配信 

3）【東地区】長岡理事 

・12 月 17日 MR 専門技術認定試験直前講習会、統一講習会案内を

配信 

・12 月 25日 近畿地域学術大会案内配信 

・1月 6日 再度、近畿地域学術大会参加依頼、MR 専門技術認定

試験直前講習会案内配信 

4）【西地区】平井理事 

・12 月 9日 西地区一斉メールにて訃報連絡 

・12 月 10日 西地区一斉メールにて訃報連絡 

・12 月 15日 西地区一斉メールにて放射線管理士／セミナーについ

て配信 

・12 月 17日 西地区一斉メールにて近畿地域診療放射線技師会学術

大会参加についての配信 

5）【南地区】大西理事 

・12 月 17日 南地区委員会の開催調整メール配信 

・12 月 22日 学術委員会 京放技事務所 

・12 月 25日 近畿地域学術大会の参加申し込み案内をメール配信 

・1月 4日 南地区委員会の開催決定メール配信 

・1月 7日 再度近畿地域学術大会参加申し込み案内をメール配信 

・1月 22日 南地区委員会開催予定 京都医療センター 

6）【両丹地区】上田理事 

・12 月 22日 平成 27年度第 3回両丹地区委員会開催 

・12 月 24日 近畿地域診療放射線技師会学術大会事前参加登録依頼 

・2月 20日 両丹地区総会・新年会開催予定 

7）【西南部地区】松本理事（庶務理事代読） 

・報告事項なし 

III．その他 

1) 京都学術大会集約（轟会長） 

日放技 NetworkNow!1 月号にて全国大会の報告がされている。京

都市長やまゆまろブログに全国大会記事が掲載されていることが、

紹介されている。実行委員に日放技から感謝状が贈られる予定。 

2) 日本診療放射線技師会理事会報告（轟会長） 

統一講習会は来年度、近畿地域で 25会場以上の開催が決定した。

これは静脈注射（針刺しを除く）講習会も含めての開催である。京

都市では 2回の開催と両丹地区でも 1 回開催も行う予定。看護師で

制定されている認定看護師は 600時間の研修期間があり、認定技師

コニカミノルタヘルスケア株式会社 0570 (01) 1203 



(6) 京放技ニュース 平成 28 年 2 月 1 日 

   

でもそれくらいの研修期間が望ましいが、実質的には不可能なので、

今後は認定技師研修施設の登録を増やしている。学生の実習に関し

ても、実習生が曝射できるように厚労省と打ち合わせしている。 

さらに京放技では、一般撮影基礎講習会、アドバンス看護学を予定

している。 

3）その他 

平成 28年 2月 24 ～ 26日開催のメディカルジャパン 2016の後援

を承認。 

次回理事会は平成 28年 2月 6日(土) 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：山本) 

 

 

 
京都市中京区のクリニックにて常勤の求人があります。 

宇治市の病院にて常勤の求人があります。 

詳しくはホームページをご覧いただくか、事務所までお電話ください。 

 

 

 

学術委員会 原口 隆志 

平成 28 年 2 月 14 日に大津市のプラザ淡海（滋賀県立県民交流センター）で行われる

平成 27 年度近畿地域診療放射線技師会学術大会の参加申し込みは 1 月 17 日をもって

終了しましたが、当日参加も可能です。（会員会費 1,000 円）その場合、ランチョンセ

ミナーの昼食が用意されていない場合がありますので、ご了承ください。  

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

  理事会で決定、報告された重要事項 

● 平成 28 年度に京放技では「業務拡大に伴う統一講習会」を京都市内で 2 回、両丹地

区で 1 回の開催を予定している。 

 また、基礎講習会「一般撮影」、アドバンス「看護学」の開催も予定している。 

 

 

  2月以降の京放技活動 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 異 動 
【新入会】 

岸本 瞬 多根総合病院（西南 4） その他 1 名 

【転入】 

河野 友宏 長崎県技師会から京都桂病院（西 1） 

河野 恵美子 長崎県技師会から京都工場保健会（中 4） 

岡 優治 富山県技師会から洛和会音羽病院（東 3） 

【訃報】 

林 浩二 御尊父（東 3） 12 月 8 日御逝去 

木下 順一 御令室（東 4） 12 月 9 日御逝去 

近畿地域放射線技師会学術大会の当日参加について 

キヤノンライフケアソリューションズ(株)  075 (691) 5101   (株)島津製作所 075 (811) 9111 

 2 月 7 日(日) 平成 27 年度近畿地域診療放射線技師会囲碁大会 ルビノ京都堀川 

 2 月 14 日(日) 平成 27 年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 大津市プラザ淡海 

 3 月 1 日(火) 平成 28・29 年度地区理事選挙の投票開始（3 月 31 日必着） 

 3 月 27 日(日) 学遊会（バーベキュー） 城陽市友愛の丘 

求人のお知らせ 


