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会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

本年が皆様にとりまして、実りある素晴らしい年となりますこと

を執行部一同心からお祈り申し上げます。 

昨年、京放技は日放技主催の業務拡大に伴う統一講習会を 4 回と

CT 基礎技術講習会を開催し、京都府の原子力防災訓練や災害研修会へも多数の会員に参加し

ていただきました。また、監督官庁（京都府、京都市）へ訪問して放射線技師業務への理解を

求め、さらには関連団体との会議に参加してイベントや講習会への取り組みについても学べま

した。これまで以上に他団体間のつながりも深められたと感じています。 

昨年の事業が無事に遂行できましたことは、会員の皆様の御支援の賜物であると深く感謝申

し上げます。 

さて、今年の干支は戌年（戊戌 つちのえ・いぬ）です。ネットで調べてみますと戌年は阿

弥陀如来が守護本尊で「極楽浄土に導き、救済力、滅罪、敬愛」の利益があると言われていま

す。勤勉で努力という意味もありますので、利益を自ら手繰り寄せる努力をしましょうと記さ

れています。 

皆様ご存知のことわざに「犬も歩けば棒に当たる」の意味は、でしゃばると思わぬ災難にあ

うという戒めと全く逆の意味でじっとしていないでなんでもいいからやってみれば思わぬ幸

運にあうことのたとえとして使われています。自分の考えを言うのは、簡単ですが有言実行し

ないと得るものはないですよということでしょうか、今年は、昨年収穫した知識や技術をいか

に業務の中で活かしていけるか、皆さんと共に考え、実行したいと思います。 

我々、診療放射線技師の地位向上や業務環境の改善には、日本診療放射線技師会が開催する

業務拡大に伴う統一講習会へ参加することで、実績を残して診療放射線技師法の改正につなげ

ることだと思います。技師法が改正されれば、放射線機器の管理、検像、画像管理、被ばくの

管理等々が業務として認められ、診療報酬にも反映される環境が整うでしょう。何かをする前

からメリットやデメリットを口にしても前には進みません、我々が足踏みしている間に、臨床

検査技師会や柔道整復師会の活発な活動により、拡大どころか縮小してしまうことも考えなく

てはならないのです。とにかく今年は、会員のみならず、診療放射線技師全員が参加できる年

にしたいと思っています。 

新年を迎え、執行部は一丸となって平成 29 年度末に開催します、統一講習会や学術大会・

府民公開講座「いつまでも元気に“歩く”ために」に取り組みたいと存じます。また当会創立

70周年記念事業への準備も整えて行く所存です。 

平成 30年も「信頼・感謝・そして未来へ」安全・安心な医療の提供をテーマに事業推進して

参ります。会員の皆様のご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

末尾になりますが、皆様のご健勝とご家族のご多幸を心から祈念申し上げ、新年のご挨拶と

させていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

公益社団法人京都府放射線技師会 

会長 河本 勲則 

役員一同  
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学術担当 後藤 正 

テーマ：「いつまでも元気に“歩く”ために」 

 ～膝関節痛・・・関節の状態で変わる治療法～ 
日時：2018年 2月 4日(日) 13:00～17:30（12:30 受付開始） 

場所：京都ホテルオークラ 京都市中京区河原町御池 

参加費：公開講座－無料、研修会－会員無料（非会員 500円） 
 

【プログラム】 

12:30～ 受付開始 

13:00～13:10 開会の辞及び会長挨拶 
京都府放射線技師会会長 河本 勲則 

 

13:10～15:05 府民公開講座 座長：京都府放射線技師会副会長 原口 隆志 

講演 I：自立した生活を続けるために 〜ロコモの予防と対策〜 

医療法人社団育生会 京都久野病院 

リハビリテーション科主任 柴田 拓哉 先生 

理学療法士 正野 隼也 先生 

【 休憩 】 

講演 II：元気に生きるための最新の膝治療 ～人工関節を入れない方法～ 

医療法人社団育生会 京都久野病院 

整形外科副部長 梶川 佳照 先生 
 

15:15～16:00 特別講演 座長：京都府放射線技師会副会長 久保田 裕一 

平成 30年度診療報酬改定の方向性と JART・JIRAの取り組みについて 

(一社)日本画像医療システム工業会(JIRA) ＆ (株)根本杏林堂 鍵谷 昭典 様 
 

16:05～17:30 演題発表 
北地区：古田 淳史（京都第二赤十字院） 

負荷心筋血流シンチ専用解析ソフト HRVにおける 

適切な ROI設定の検討について 

中地区：大下 真（京都民医連中央病院） 

骨盤臓器脱のMRI 

東地区：佐藤 英正（洛和会音羽病院） 

金属除去機能を用いた骨塩定量検査 

西地区：木村 直也（済生会京都府病院） 

円背患者における頭部MRI撮影用補助具の作成 

南地区：川野 誠（京都岡本記念病院） 

インテリジェントグリッドとリスホルムブレンデの CNRの比較 

両丹地区：池田 雄士（舞鶴共済病院） 

MRIによる前置胎盤の評価 

西南部地区：岩崎 大輔（関西医科大学附属枚方病院） 

一般撮影領域における SONIALVISION G4 の使用経験 
 

17:30 閉会の辞 
京都府放射線技師会副会長 久保田 裕一  

公益社団法人 京都府放射線技師会 

学術大会（第 569 回研修会・府民公開講座）ご案内 
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厚生委員会 中川 稔章 

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては素晴らしい新年を

お迎えのこととお喜び申し上げます。平成 30年が (公社)京都府放射線技師会及び会員の

皆様にとりまして充実した 1年になることを祈願し、新春の集いを企画いたしました。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楽しいひとときを

過ごしていただきたく用意しております。 

皆様、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 

開催日時： 平成 30年 2月 4日(日) 18:00〜 

 場 所 ： 京都ホテルオークラ 京都市中京区河原町御池 

 TEL075−211−5111 

 会 費 ： 正会員・賛助会員 7,000円、今年度新入会会員 4,000円 

申込締切： 平成 30年 1月 22日(月) 

申込方法： 新春の集い参加には事前登録が必要です。 

 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-mail kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp 

 

 

 

 

 厚生委員会 中川 稔章 

 組織調査委員会 蒲 順之 

新春の候、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。 

例年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）など多くの参加をお願いします。 

楽しいゲームなどの企画もしますので、食べて飲んで大いに楽しみ交流を深めましょう。 

 

日程：平成 30年 3月 25日(日) （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） 

 

なお、会費・申し込み方法など詳しい情報は次月京放技ニュース及びホームページに

掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昨年はステーキ争奪ゲームや燻製作りなど行いました） 

  

公益社団法人京都府放射線技師会 新春の集いご案内 

第 7 回学遊会のご案内 
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厚生委員会 中川 稔章 

第 29回近畿地域放射線技師会囲碁大会が今年は兵庫県で開催されます。 

皆様、応援の方よろしくお願いします。 

 

日時：平成 30年 1月 21日(日) 午前 9時 30分〜 

会場：兵庫県民会館 兵庫県神戸市中央区下山手通 4−16−3 

 TEL078−321−2131 

出場選手 金津 武弘（244） 

 荒木 信義（242） 

 江南 伸治（238） 

 小林 徹 （236） 

 森江 彰 （220）  カッコ内は持ち点 

 

 

 

 
 

管理士会 山根 稔教 

平成 29 年度京都府原子力総合防災訓練が平成 29 年 11 月 12 日(日) に綾部市中央公

民館とその周辺で開催されました。この訓練では、京都府地域防災計画及び住民避難計

画の確認・検証、並びに昨年度実施された国・3 府県等合同訓練での課題を解消するた

め、住民の参加を得て、総合的な原子力防災訓練を実施するとともに、原子力防災対策

の啓発を図ることにより、原子力災害時の被害軽減を目的として、京都府、関係市町が

主催した大規模なものでした。 

訓練内容は、①情報通信訓練、②緊急モニタリング訓練、③住民避難訓練、④安定ヨ

ウ素剤緊急配付・服用訓練、⑤避難行動要支援者避難訓練、⑥放射線防護対策設備稼働

訓練、⑦原子力災害医療訓練、⑧避難退域時検査・除染訓練等と、全部で 8セクション

ありそれぞれ役割を分担しての訓練でした。(公社) 京都府放射線技師会は避難退域時検

査・簡易除染訓練に参加しました。避難退域時検査の目的は、避難退域時検査場所の運

営及び検査、除染を実施することにより、関係職員の技術向上及び住民への理解促進を

図ることでした。ここで一緒に活動したのは関西電力の方 2 名、京都府職員の方 2 名、

技師会 10名で詳細検査、ふき取り除染、確認検査を担当し訓練しました。流水除染は自

衛隊の方が担当されました。 

今回の訓練では 3 回の打ち合わせ会議と当日の打ち合わせ等で事前に準備できており

大きな混乱も無く比較的スムーズに流れました。当技師会からは 10 名の参加者があり

手馴れた方から初心者に近い方とおられ皆さん熱心に活動していただきました。参加さ

れた皆様ご協力ありがとうございました。当

技師会がこの訓練に参加し府民の皆様のため

に活動できたこと、診療放射線技師として避

難退域時検査・除染訓練に関わり行政機関に

も認識され依頼を受けたことなどは、公益法

人としての公益性を果たし、京都府放射線技

師会として意義ある活動であったと思いま

す。今後も原子力防災訓練に積極的に参加し

有事に備えていければと考えています。 

  

第 29 回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会ご案内 

平成 29 年度京都府原子力総合防災訓練に参加して 
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 第 8回理事会報告  平成 29年 12月 2日
議長に蒲理事、書記に後藤理事を選任し午後 4時より議事開始 
I．経過報告及び計画に関する件  
1）経過報告および計画 河本会長 
（経過報告） 
・11月 12日 京都府原子力総合防災訓練 (綾部市中央公民館) 
・11月 17日 京都私立病院協会記念式典 (京都ホテルオークラ) 
・11月 18日 奈良県放射線技師会創立 65周年記念式典・祝賀会 
  (ホテル日航奈良) 
・11月 19日 日本放射線技術学会市民公開シンポジウム 
  (メルパルク京都) 
・11月 23日 京都地域創生フェスタ (京都府立植物園) 
・11月 26日 関西広域連合原子力災害医療サーベイ研修会 
  (大阪近商ビル) 
・12月 2日 京放技第 8回理事会 (京放技会議室) 
（計画） 
・12月 6日 原子力被ばく医療講演会 (京大臨床講堂) 
・12月 17日 全国教育委員会幹事会会議 (日放技) 
・12月 23,24日 災害支援診療放射線技師研修会

 (日放技研修会室) 
・12月 26日 総務委員会 (京放技事務所) 
平成 30年 
・1月 6日 京放技第 9回理事会 (京放技会議室) 
・1月 7・8日 業務拡大に伴う統一講習会 (京都第二赤十字病院) 
・1月 13日 大阪互礼会 (大阪第一ホテル) 
・1月 21日 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会囲碁大会 
  (兵庫県県民会館) 
・2月 4日 京都府放射線技師会学術大会・府民公開講座 
  (京都ホテルオークラ) 
・2月 9日 京放技第 10回理事会 (京放技会議室) 
・2月 10日 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会第 2回会長会

議 (西神オリエンタルホテル) 
・2月 11日 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 
  (神戸大学医学部附属病院) 
・3月 10日 京放技第 11回理事会 (京放技会議室) 
・3月 25日 京放技学遊会 (友愛の丘) 
・4月 7日 期末監査 (京放技事務所) 
・4月 14日 平成 30年度京放技第 1回理事会 (京放技会議室) 
・4月 28・29日 業務拡大に伴う統一講習会 (京都医療センター) 
・5月 6日 定例研修会、通常総会、第 2回理事会 (会場未定) 
2）各委員会報告及び計画 
【庶務】皿谷理事 
・会員数 11月 30日現在 550名（先月+2） 
（内訳）名誉会員 5名、正会員 520名、賛助会員 25社 

新入会 2名 
 ※平成 29年度新入会累計 22名（再入会 1名含む） 

・11月 4・9・13・17・20・27・30日 委員会開催 (京放技事務所) 
・対外文書 58件、発刊文書 6件（11月 1～26日） 
・新卒入会 3名を承認。 
【財務】渡里理事 
・会費納入状況（平成 29年 11月 1日現在） 

平成 29年度会費納入者 432名（83%） 
平成 28年度会費未納者 9名（2%） 

・会費 5.5万円入金 
・11月 2・10・28・30日 委員会開催 (京放技事務所) 
【学術】後藤理事 
・11月 22日 学術大会＆府民公開講座の打ち合わせ 
  (京都ホテルオークラ) 
・12月 学術委員会開催予定 
平成 30年 
・1月 7・8日 業務拡大に伴う統一講習会予定(京都第二赤十字病院) 
・2月 4日 学術大会＆府民公開講座予定 (京都ホテルオークラ) 
・2月 11日 近畿地域診療放射線技師学術大会予定 
  (神戸大学医学部附属病院) 
【編集】中島理事 
・11月 12日 京都府原子力防災訓練参加 (綾部市中央公民館) 
・11月 27日 京放技ニュース 12月号校了 
・12月 18日 京放技ニュース 1月号編集予定 
【広報・渉外】新井理事 
・11月 16日 京都市福祉ボランティアセンターから府民公開講座広

報について案内 
・11月 28日 第 44回くらしと健康展報告書を医師会事務局へ提出 

平成 30年 
・1月中旬 府民公開講座ポスターを阪急コミュニティーボードへ

最大 5枚貼付依頼 
・2月上旬 「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」（平成 29年度）発刊予定 
【組織調査】蒲理事 
・11月 15日 北地区委員会参加 (京都府立医科大学病院) 
・12月 21日 厚生・組織調査合同委員会 (京放技事務所) 
平成 30年 
・3月 25日 学遊会開催 (城陽市友愛の丘) 
【厚生】中川稔章理事 
・11月 22日 新春の集い打ち合わせ (京都ホテルオークラ) 
平成 30年 
・1月 21日 近畿地域放射線技師会囲碁大会参加予定 
  (兵庫県県民会館) 
・2月 4日 新春の集い開催予定 (京都ホテルオークラ) 
・3月 25日 学遊会開催予定 (友愛の丘) 
【情報】大西理事 
・11月 15日 ホームページ掲載の組織調査アンケートの中間集計 
・11月 22日 市民公開講座の打合せに参加 
・11月 30日 ホームページ掲載の組織調査アンケートの最終集計 
・11月 30日 ホームページのトップページを更新 
【管理士】山根理事 
・11月 12日 京都府原子力総合防災訓練に 10名参加 
  (綾部市中央公民館) 
・12月 6日 被ばく医療講演会助手 (京都大学附属病院) 
【両丹学術】橋岡理事 
・11月 13日 インスリンポンプの注意喚起について両丹会員に広報 
・11月 27日 近畿学術大会抄録調整 
【受賞者選考委員会】河本会長 
・勤続 30年表彰候補者 11名を日放技に申請した。 
II．地区経過報告及び計画に関する件 
1）【北地区】丹後理事 
・11月 12日 平成 29年度 京都府原子力総合防災訓練参加 
・11月 15日 平成 29年度 第 2回北地区委員会開催 
・11月 17日 北地区委員各自に業務連絡 
・11月 20日 訃報連絡 
・ 学術大会発表者の決定 学術理事に連絡 
・11月 22日 北地区再編成案を組織理事に申請 
2）【中地区】楡理事（皿谷庶務理事代読） 
・11月 10～25日京都府放射線技師会学術大会の発表演題について、

地区委員に打診 
・11月 20日 訃報連絡 
・11月 29日 学術理事に 演題、発表者の連絡 
3）【東地区】中川政幸理事 
・11月 20日 連絡網のメーリングリスト化に向けて、各班にアドレ

スの収集、承諾の依頼要請 
平成 30年 
・2月 4日 京都府放射線技師会学術大会終了後東地区委員会開催

予定 
4）【西地区】平井理事 
・11月 12日 原子力総合防災訓練（綾部）参加 
・11月 20日 地区連絡網メールにて「訃報連絡」配信 
・11月 22～25日 地区班編成作業 
5）【南地区】若畑理事（皿谷庶務理事代読） 
平成 30年 
・1月 19or26日 第 3回南地区委員会開催予定 (京都医療センター) 
6）【両丹地区】小川理事 
・11月 20日 訃報連絡メール配信 
7）【西南部地区】松本理事 
・報告事項なし 
III．その他 
1．選挙管理委員会報告（澤田選挙管理委員長） 
平成 30・31年度役員選挙で立候補の届け出がなかったので理事会
の推薦する会長候補者として河本勲則氏、副会長候補者として久保
田裕一氏の信任投票とする。投票用紙を 12 月号ニュースに同封し
た。締切りが 12月 31日で開票を 1月 5日に行う予定。 

2．中間監査報告（轟・武部監事） 
轟、武部両監事による平成 29年度中間監査が報告された。 
 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責：後藤)

  

コニカミノルタジャパン(株) ヘルスケアカンパニー 0570 - 011 - 203 



(6) 京放技ニュース 平成 30年 1月 1日 

   

 

 

新年あけましておめでとうございます。この冬は全国的に平均気温を下回っている日

が続いていますが、皆さま、風邪やインフルエンザなどに罹らず過ごされているでしょ

うか。 

正月には、初詣として京都の有名な神社がいくつも話題となってメディアに紹介され

ますが、皆さまは誰と行かれます？ クリスマスは本場の欧州では家族といっしょに過

ごすのが一般的なのに対し日本では「恋人と」というように、勝手が違いますが、正月

に関しては「家族といっしょに」というのが一般的でしょう。盆より家族が集まれる時

期ではないでしょうか。皆さまは病院業務なので正月だからといって実家に帰郷するこ

とはなかなかできませんが、なんとか時間を作って家族といっしょに過ごすようにして

みてください。私も実家の氏神神社へ初詣に行く予定です。 

 編集委員長 中島 智也 

 

 

 

 

 

京放技事務所は 12月 29日(金) ～ 1月 4日(木) までお休みさせていただきます。 

 

 

 

 

京都市山科区の病院で正社員の求人があります。中途採用希望。 

詳しくは京都府放射線技師会事務所までお問い合わせください。 

 

1月以降の京放技活動 

 
 

 
 
 

 

 
1月以降の京都府以外での近隣講習会 

 

 

 

 

 
 

会 員 異 動 
【新卒入会】3 名 

犬飼 渉（イヌカイ ワタル）京都九条病院（南 1） 他 2名 

【訃報】 

橋岡 康志（福知山市民病院）の御尊父 平成 29年 11月 20日御逝去 

ご冥福をお祈りします。合掌。 

 1月 7・8日 業務拡大に伴う統一講習会 京都第二赤十字病院 

 1月 21日(日) 近畿地域診療放射線技師会囲碁大会参加 兵庫県県民会館 

 2月 4日(日) 平成 29年度京都府放射線技師会府民公開講座、 

  第 569回研修会、新春の集い 京都ホテルオークラ 

 3月 25日(日) 学遊会（バーベキュー） 城陽市友愛の丘 

 5月 6日(日) 第 570回研修会、第 71回通常総会 場所未定 

 2月 11日(日) 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 

   神戸大学医学部附属病院 

 2月 17・18日 業務拡大に伴う統一講習会 和歌山県紀南病院 

 編集後記 

編集：(公社)京都府放射線技師会編集委員会 印刷：(有)修美社 

 求人のお知らせ 

京放技事務所休みのお知らせ 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 


