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実に見事で壮大な一文字だった。
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天皇即位行事と国民の象徴としてのお姿に注目が集まり、歴史・伝統の中にも新たな時代の幕開け

に対する意識の高まりや、災害による警報や避難勧告の発令、避難命令もあった。

また、「令」の漢字の書き方や、R音の新鮮な響き、令和を Beautiful Harmony＝美しい調和と外

務省が外国政府に説明したことも正鵠を射ていた。

　そして、新天皇即位による新元号決定が新時代の幕開けを告げた。初めて見届ける生前退位、新

（公社）奈良県放射線技師会　学術委員長　北村未央

を多くの人が喜びとともに実感した。

　「令」という字は「明るい新時代への幕開け」「日本の伝統」「国民の願い・希望」が詰まった

えている。みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

発行所 ： 公益社団法人 奈良県放射線技師会　発行人 ： 水野　吉将　編集人 ： 菊谷　勇仁

   〒636-0302奈良県磯城郡田原本町宮古404-7　奈良県健康づくりセンター内 TEL 0744-34-1121

巻頭言

「令」に想ふ

巻頭言を起稿するにあたり、2019年を振り返りつつ、「令」の漢字一文字が持つ奥深い意味を改め

　2019年の漢字に選ばれた「令」。「令和」という言葉がすっかり馴染んできた今日この頃、この

て知る機会となった。

　令和は、日本最古の歌集「万葉集」から初めて出典された元号であり、「初春の令月」の「令」

は、素晴らしい、良いという意がある。日本の歴史と伝統文化の素晴らしさを改めて感じた。漢

字としての「令」は、令室・令嬢などの敬称を表す意のほか、令名・令色など、よい・立派な、と

いう意を表す。きまり・おきての意味では、法令改正による消費税増税、芸能界の不祥事など法令

師がその道のプロであると認められた業務であり、技師のプライオリティを向上させる大きなチャ

ンスとも考えられる。それは新たなレガシー（未来に残したい実績）の創出となり、私たちが次世

All奈良を挙げ、他府県が羨む“奈良県の結束力”をもって、会員様・執行部で盛り上げたいと考

代へバトンをつなぐ役割となる。“技師力”を見せるときである。

　そんな中、奈良県放射線技師会ではビッグイベントが待っている。2020年度近畿地域診療放射線

技師会学術大会が奈良県主催で開催される。すでに準備を進めつつあるが、これから一年をかけて

一気に加速していくことになる。オリンピックのドタバタ劇のようにならないよう、奈良県放射線

技師会がone teamとなり、計画的に着実に取り組む所存である。

　歴史的・伝統的・荘厳で神秘的な皇室行事と、スポーツを通じて感じる一体感・奮起と感動・躍

動感に溢れたラグビーワールドカップ、この対照的な国民的盛り上がりの中、災害なども多い一年

だったが、いずれにおいてもそこには“国民力”が見えた2019年。

　そして2020年を迎え、診療放射線技師の世界にも新時代はやってくる。今年4月より医療法施行

規則の一部を改正する省令等により、診療用放射線に係る管理業務が始まる。これは診療放射線技
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お知らせ

告示 
令和 2年 1月 4日 

公益社団法人奈良県放射線技師会 

選挙管理委員長 中川 信一 

選挙管理委員 東 哲哉 

       福田 達也 

2020・2021年度 

公益社団法人奈良県放射線技師会 

役員立候補について 

 

定款第 11条および役員選任規程に基づき、2020・2021年度役員立候補、推薦立候補の受付

を下記の通り行います。 

記 

１．役員の定数 理事 15名 

         監事 2名 

 

２．立候補要件 本会の会員で、届出開始日 1 ヶ月前までに会費を完納している者 

 

３．届出期間  2020年 3 月 1日～3 月 28日 

 

４．届出方法  様式 1：立候補届出書 

        様式 2：推薦候補届出書（5 名以上） 

        様式 3：推薦候補同意書（本人捺印要） 

        奈良県放射線技師会ホームページよりダウンロードして下さい。 

        役員選任規程（平成 26年 4 月 1日制定）参照 

 

５．届け出先  下記まで郵送して下さい。 

        〒639-2306 奈良県御所市三室 20 

        社会福祉法人恩賜財団 済生会御所病院 放射線科 中川 信一宛 

 

６．立候補者、推薦立候補者の氏名公示は役員選任議案として総会に提案されます 

                                以上、告示する。 
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学術委員会のお知らせ
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1， 避難退域時検査 

公益社団法人奈良県放射線技師会 

医療法人田北会　田北病院

小林　勝宏　先生 

2, 放射線測定器　取扱方法と特性 

株式会社　日立製作所 

宮川　知之　先生 

3, 測定実習 

（非会員1000円） 

　　　　公益社団法人奈良県放射線技師会　理事　小西隆雄 

　　　　宇陀市立病院　放射線科　0745-82-0381  konishi@rokuen.or,jp  

　　　・参加者氏名（同一施設の場合は連名で結構です） 

　　　・施設名 

　　　・連絡用メールアドレス（代表者のみで結構です） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　締め切り：2月28日 

　　　　【研修会のお問い合わせ】 

　　本文に以下の内容を記載ください。 

内容

場所
　　奈良県広域消防組合　消防本部 

5階　作戦室・議場 

奈良県橿原市慈明寺町149番地の3 

参加費 　　奈良県放射線技師会  会員　無料 

申込
　※会場の都合により先着25名の参加とさせていただきます。 

　　メールによる申し込み。 

　　申し込み先メールアドレス kousyuukai@rokuen.or.jp 

 (件名に「原子力災害時研修会申し込み」と記入して下さい)

危機管理事業案内

公益社団法人奈良県放射線技師会　　2019年度

原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会のご案内

2020年3月7日土曜日 
14時から17時 

受付13時30分から 
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委員会 イベント名 99／3名

日時 2019年10月27日（日） 9：00～17：30 13／14名

場所

委員会 イベント名 5名

日時 2019年11月4日（月） 10:00～15:00 121名

場所

委員会 イベント名 28名

日時 2019年11月30日、12月1日 9:00～18:30 5名

場所

イベント開催報告
イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

組織 令和元年度レントゲン週間イベント 会　員

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

学術 奈良県放射線技師会学術大会2019 会員 ／ 賛助会員（無料）

報告者 北村未央
非会員（￥1,000）　／　その他・講師等

奈良県社会福祉総合センター ポスター・チラシ・写真等掲載欄

報告者 髙谷道和
一般　

イオン西大和店 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容：

コメント：

　 線量管理の義務化を背景に、診療放射線技師                                              

て考える時間を参加者と共有することができた。                                                                 

として扱う医療情報やネットワークについて、改め

大会テーマ「診療放射線技師を取り巻く医療情報環境　～医療界でのIT活用～」

 9：50～12：20  会員研究発表

  3）セキュリティ対策

コメント：　骨密度測定・ブース来場者126名。イベント開
催中各スタッフが役割分担をおこない骨密度測定、診療
放射線技師のしごと紹介及び各種がん検診の紹介・説明
をおこなった。実績としては昨年度同等の来場となりイベ
ントの目的は達成できたと考える。

12：35～13：50  ランチセッション

「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について　～診療放射線に

  係る安全管理体制～」　大阪急性期・総合医療センター　西田崇

  ブース展示（A-Line/バイエル/GE）、3Dデモンストレーション

14：00～15：00　教育講演

「病院内の医療情報システムの仕組みについて　～基礎から学ぼう～」

  講師：清恵会病院　西川隆章

15：10～17：10　シンポジウム

今後の各施設への取り組みへとつなげたい。                                             

                                    

　　４．パンフレット・ポケットテッシュ配布　

  4）医療情報の利活用

「診療放射線部門のIT活用」

  2）トラブルシューティング

  1）線量管理システム

組織事業

プログラム・内容：

　令和元年年度レントゲン週間イベント

　　１．骨密度測定

　　２．診療放射線技師のしごと紹介

　　３．各種がん検診の紹介・啓発　

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

教育 業務拡大に伴う統一講習会 JART会員（¥15,000）

プログラム・内容:：

コメント：
法律改正に伴う業務拡大に対応するための講習
会を開催した。
受講者全員が確認試験に合格し、修了された。

報告者 池口　俊孝
非会員（￥60,000）

奈良県社会福祉総合センター ポスター・チラシ・写真等掲載欄

2019/11/30　(土) 2019/12/1　(日)

(分） 科　目

9:00~9:20 20 受　付

9:20~9:30 10 オリエンテーション

9:30~10:20 50 講義（ＤＶＤ講義）静脈注射関係

10:20~11:10 50 講義（ＤＶＤ講義）静脈注射関係

11:10~11:20 10 休　憩

11:20~12:50 90 ＊実習・演習　静脈注射関係

12:50~13:40 50 休　憩

13:40~14:30 50 ＊実習・演習　下部消化管

14:30~15:20 50 ＊実習・演習　ＩＧＲＴ

15:20~15:50 30 休　憩

15:50~16:50 60 ＊実習・演習　ＢＬＳ

16:50~17:00 10 休　憩

17:00~17:50 50 ＊試験説明および確認試験

17:50~18:10 20 解答用紙回収、確認作業

18:10~18:30 20 閉会式

5



2020年1月10日

委員会 イベント名 29名

日時 2019年12月12日（木） 19：00～21:00 4名

場所

コメント：

委員会 イベント名 21名

日時 2019年12月15日（日） 13:30～16:40 0名／80名

場所

委員会 イベント名 31名

日時 2019年12月15日（日） 17：30～19：30

場所

　

コメント：

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

福利厚生 年末情報交換会 会員(会費)

報告者 奥田孝直

プログラム・内容 ：　新年会（17：30より2時間）

　
13：55～14：00　　開会のご挨拶　　　　　　会長　　水野吉将
14：00～14：30　　講演1　【診療放射線技師の立場から】
　　　　　　「　動きのある心臓を可視化する放射線技師の役割について　」
　　　　　　講師：高井病院　診療放射線技師　　西久保直嗣 先生
14：30～15：00　　講演2　【臨床検査技師の立場から】
　　　　　　「　臨床検査から不整脈を解き明かす　」
　　　　　　講師：済生会中和病院　中央検査室技師長　　髙橋秀一 先生
15：15～16：15　　講演3　特別講演　【医師の立場から】
　　　　　　「　不整脈の種類とそれらの治療法について　」
　　　　　　講師：高井病院　循環器不整脈部門　　山口和重 先生
16：20～16：40　　質問コーナー
16：40　　　　　 　　閉会

コメント：
今回は一般参加者が多く、質問コーナーも活発で、
県民の方々にとって興味深いプログラムであったこ
とがうかがえた。また、例年より1ヶ月早い時期での
開催となったため準備期間が少なく、当日スタッフ
もやや少なかったが、技師会役員が協力し合えた事
業となった。今後も県民のみなさまにとって、健康
増進およびがん検診受診率向上の一助となるような
情報提供の場や機会をつくるべく、企画運営・広報
の工夫に努めたい。

非会員　・　一般市民

活魚料理花惣八木店 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容：　不整脈の診断と予防　～健康なくらしのために～

　

前回南地区懇話会に引き続き「診療用放射線に係
る安全管理体制に関する規定について」のテーマ
で開催をおこなった。今回は1部にて線量管理ソフ
トの特徴について4社から基調講演をいただき、2
部でディスカッションをおこなった。各施設での準備
が整っていない中で活発な討論をおこない今後に
おける参考になったと考える。

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

学術 県民公開講座 会員（無料）

報告者 北村未央
非会員（無料）　・　一般市民

奈良県橿原文化会館　小ホール ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：

イベント開催報告
イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

組織 2019　北地区懇話会 会　員（無料）

報告者 髙谷道和
非会員　（無料）

市立奈良病院　2階会議室 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

県民公開講座後の年末情報交換会を開催いた

しました。正会員・賛助会員様をあわせ31名もの

ご参加をいただき盛会となり会員相互の親睦を

より深めて頂きました。 
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ました。

　実は技師会に入会してまだ半年ほどだったのですが、こんな私を受け入れてくださったス

タッフの皆様に感謝しています。

　良い経験をさせていただきました。ありがとうございました。

アルを読んで予習していました。設営では、垂れ幕の位置やスライドの解像度など、普段参

加しているだけでは気づかなかった拘りに驚きました。そして座長ですが、あまり緊張はし

ませんでしたが、あっという間に終わってしまって、よく覚えていません。ただ、普段放射

線治療を中心に仕事をしていて、今回のような他のモダリティの研究発表の座長をすること

は、難しいところもありましたが、ある意味客観的に見ることができて、非常に勉強になり

座長も初めてだったので不安でした。ただ、全然違う会ですが、これまでちょっとした司

会や進行役などの経験ぐらいはあったので、何とかなるだろう、当たって砕けろ！ぐらい

の気持ちで挑ませていただきました。

　そんなこんなで大会当日ですが、気合が入りすぎたのか、朝7時に会場へ到着してしまい、

近くのスーパーで時間を潰す羽目に。良い時間になるまでタイムテーブルとスタッフマニュ

がらも、どのような大会になるのか楽しみにしていました。ちなみに今回の私の実行委員

としてのお仕事は、会場調整と会員研究発表2部での座長でした。実は直前の会議も仕事の

ため出席できなかったので、会場調整担当と言われても当初は明確なイメージがなかった

のでかなり不安でした。しかし、北村実行委員長が素敵なスタッフマニュアルを作成して

いただいたので大変助かりました。ありがとうございます！あとは研究発表の座長ですが、

す。

　大会テーマは『診療放射線技師を取り巻く医療情報環境〜医療界でのIT活用〜』でした。

私の中では、医療情報と言えば、難しい単語がいっぱい出てきてちょっと取っ付きにくい

イメージがありつつも、現在は多くの医療情報に基づいて診断や検査、治療が行われてい

ることは承知であり、興味を持っている分野でもありました。なので、実行委員でありな

参加記

奈良県放射線技師会学術大会2019 参加記

近畿大学奈良病院　櫻井亮介

　2019年10月27日、奈良県社会福祉総合センターで開催された、奈良県放射線技師会学術

大会2019に今回は実行委員として参加させていただきましたので、報告させていただきま
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借りて感謝いたします。

　今回の学術大会への参加や研究発表は私に、違った視点や、相手の発表に敬意をもてる技

師へと成長さしてくれました。これにとどまらず、まだまだ若手の私は、【苦労は買ってで

もしろ】と、ことわざにもあるように多くの苦労に直面し乗り越えていきたいと考えられる

ようになりました。

　終始研究発表にご助言とご指導下さったMRI室の先輩方、放射線室のスタッフにこの場を

もあり無事に発表当日を迎える事が出来ました。

　学術大会当日は立派な舞台で緊張もありましたが、１つの事をやり遂げた充実感が沸き上

がってきたことを覚えています。同じ様に発表されている他施設の方も私と同じような労力

を費やして発表をされているんだと思うと、今回の経験を積む以前と比べると敬意を持ち発

表を聞いている自分がいた事に驚きました。

内容の道筋作りから始まり、ファントム作り、実験データの収集及び解析処理そして、実際

に研究実験を始めると、当初想像もしていなかった細かな苦労に直面しました。

　その度に、１つ１つのプロセスを確認し根拠を得る為に多くの論文や参考資料を読み漁る

日々でした。実験でデータを初めから撮り直したときは流石に気持ちが落ち込みましたが、

今回の学術大会発表の背中を押してくださった先輩方がアドバイスや手助けして下さった事

参加記

令和元年度奈良県放射線技師会学術大会に参加して

市立奈良病院　木島沙織

　令和元年10月27日に開催された奈良県放射線技師会学術大会に参加し発表させて頂きまし

た。学術大会での研究発表は私自身、初めての経験であり多くの苦労を経験しました。研究
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参加記

令和元年度レントゲン週間イベント開催報告

　令和元年11月4日（月曜祝）組織委員会の公益事業である「令和元年度レントゲン週間

イベント」をイオン西大和店にて開催いたしました。会員の皆様方はご存じとは思います

が、ここで改めて「レントゲン週間」について記載いたします。公益社団法人日本診療放

射線技師会では、1895年11月8日のW・Cレントゲン博士によるX線発見を記念し、毎年11月

2日～11月8日の一週間を「レントゲン週間」として制定しています。

　レントゲン博士によるX線の発見は医療・科学の分野での発展に多大な貢献をもたらしま

したが、我々診療放射線技師職の起源となる記念すべき日でもあるのです。ですから全国

の各都道府県でこのイベントは開催されています。（公社）奈良県放射線技師会でも毎年

この時期に、骨密度測定（無料）、放射線検査の紹介、各種がん検診の紹介及び啓発、パ

ンフレット配布によるイベントの広報等を通じて、診療放射線技師のしごとを知ってもら

い、放射線についての理解を高めていただけることを目的にイベントをおこなっています。

当日の気候は少し肌寒い朝となりましたが、晴天となりお天気にも恵まれ、126名の方々に

より多くの一般の方々に来場していただけるよう準備をしていきたいと思っています。

　最後になりましたが、開催場所を提供いただきましたイオン西大和店ご担当者様、イベ

ント開催に当たりご協力いただきました組織委員各位に感謝をいたします。

来場していただき、イベントの目的は概ね達成できたのではないかと思いました。今年は

ドラマで「ラジエーションハウス～放射線科の診断レポート」が放映されたこともあり、

ある学生さんから、「ドラマ見てましたよ」と言っていただき、診療放射線技師の認知度

も少しは向上したのではないかと思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　開催中は各自、骨密度測定、結果説明、がん検診のパネル説明、ポケットティシュ配布

（公社）奈良県放射線技師会理事　組織委員長　髙谷道和

ありがとうございました。

による広報、館内放送等役割分担をおこない、開催時間終了の15時までスタッフ一同が協

力しイベントを終えました。実績としては昨年度同等となりましたが、次年度においても

9
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参加記

「業務拡大に伴う統一講習会を終えて」

地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良総合医療センター　廣島　愛花

　令和1年11月30日から12月1日の2日間、奈良県社会福祉総合センターで業務拡大に伴う統

一講習会に参加させていただきました。特に造影剤の自動注入は現在行っている業務のひ

とつでもあるため、患者様に安心で安全な医療を提供するためにも、今回の講習会を受講

しました。

　今回、私は大きく２点のことを学びました。

　ひとつは造影剤の自動注入と検査終了後の抜針と止血では、画像と一緒に講義の説明を

ふまえて、復習をしながら実技に励むことができました。血管外漏出が起こす患者様への

負担は大きいため、画像のコントラストが大きく変わらないよう注入圧を下げて撮像する

ことも必要な時があります。このような技師として技術の重要性を感じました。また、造

影剤の副作用は遅発性のものもあるため、より入念な説明を必要とします。水分制限や抗

血栓薬など患者様に合わせた説明を学びました。このように看護師と技師の業務を分断す

るのではなく、業務範囲を重複することで検査効率の向上にも繋がると思いました。

　もうひとつはBLSでは他施設の先輩技師の方々との実習を通して、積極的なコミュニケ

ーションをとる必要性を感じました。誰かにAEDを持ってきてもらうのを待つのではなく、

指名してAEDを用意してもらうこと、心臓マッサージを10秒以上止めないためにリズムを

合わせて交代する声掛けを学びました。病院に入職し、何度かBLSを行う現場を目撃しま

した。このときどうしたらいいのか、不安に思う場面が多くありました。この講習会を通

し私自身何をするべきなのかを考え、率先して動けるように定期的にBLSの研修に参加し

ていきたいと思います。

　今回学んだ実習を日々の業務に活かし、必要な知識、技術、接遇を研鑽して参ります。

また今回ご指導していただきました講師の先生方に大変厚く感謝申し上げます。
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出席理事15名、出席監事2名、

定款30条により、理事会の成立が宣せられた。

議事録作成人ならびに署名人の指名

議長（第31条）：水野吉将会長　　　　

議事録作成人　：小林勝宏常務理事

議事録署名人（第32条）：髙嶋敏光監事、上野山文男監事

4．近畿地域診療放射線技師会関係

（公社）神奈川県放射線技師会

　　　　　　　　会誌 かながわ放射線だより「KART」

　　　　　　　　　　Vol.72 No.3 Sep.2019 282

（公社）東京都診療放射線技師会

（一社）長崎県診療放射線技師会

　　　　　　　　2019 9月27日号 VOL.1729

　・今年度総会時における役員改選に伴い、選挙管理委員

　　推薦として、御所済生会病院、中川信一様、東哲哉様、

　　福田達也様に依頼しました。委員長に、中川信一様、

　　委員に東哲哉様、福田達也様とご回答をいただきまし

　　た。最後にご承認をお願いしたいと思います。

　・台湾、中臺科技大學、林政勳先生から当大学の研修生 

　　受け入れ要請がきています。来年は慈済科技大学から

　　呉先生、学生2名の受入が内諾済みです。そこで、今

　　後どうするのか、海外交流事業のなかで予算、運営等

　・医療放射線安全管理責任者講習会の追加開催について

【他府県からの発刊物】

（公社）福島県診療放射線技師会　福島放技ニュース

　　回を合わせて計6回 900名を予定し、今年度は東京開

　　催とすることが決定済みです。事前申し込み枠の県2　

　　名はすでに決定済みです。

　・奈良県はアンケートの回答が少ないと指摘を受けてい

れた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。県内に

おいては大きな影響はなかったものの、今後いつ災害等

　　による当会への負担を考えて、研修生の枠の拡大が可

　　能なのか、研修プログラムの見直しも兼ねて一度検討

　　したいと思います。

3．日本診療放射線技師会関係

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

　　その他の事業報告は、担当理事から報告していただき

欠席理事：

　　ます。

により、東日本（関東・甲信越・東北）において被災さ

　本日は業務等でお忙しい中、2019年度第4回定例理事会

に、ご参集頂きありがとうございます。10月、台風19号

　　報告があり、すでに11月号に掲載され募集が始まって

　　　　　野儀明宏、日浦之和、秋山敬純

日　　時：2019年11月19日（火）19時00分～21時00分

場　　所：奈良県立医科大学　厳橿会館　特別会議室

出席理事：水野吉将、髙谷英明、松岡孝明、小林勝宏、

・会長挨拶

理事会議事録

（公社）奈良県放射線技師会

2019年度第4回定例理事会議事録

　　　　　小西隆雄、髙谷道和、北村未央、奥田孝直、

　　　　　菊谷勇仁、池口俊孝、竹中智士、山田卓実、

2．奈良県放射線技師会関係

どうぞ、よろしくお願い致します。

日の雨の影響によるグランド状況がよくないということ

で中止になりました。ご準備いただいた福利厚生の皆様

調に遂行されています。ご協力頂きました理事、委員の

方々にはこの場をお借りして感謝申し上げます。10月22

日（火）第66回近畿地域診療放射線技師会野球大会が前

には大変申し訳なく、この場をお借りしてお詫び申し上

げます。そして11月26日（火）には、3年に一度の県から

「公益事業に関する立ち入り検査」が予定されています。

万全を期して準備をして臨みたいと思います。

　それでは、2019年度第4回定例理事会を始めます。

　　ます。

が襲ってくるかと考えると、どのように対処すればよい

のかを準備しなければならないと考えさせられます。 　　開催日は2020年1月12日（日）、13日（月）、2月1日

ところで、当会事業としては組織および学術において順

　　います。

　　（土）、2日（日）で、すでに開催済みの第1回と第2

　　　　　　　「東京放射線」2019年 10月Vol.66 No.776 777

　　ご案内したいと思います。

　　　　　　　　会誌　2019.9　Vol.106

　　会学術大会（京都府）において、次回開催県として

　　「大会テーマ、開催日時、可能であれば開催場所」を

　　　　　　　「放射野」2019年秋号　2019 No.126

（公社）岐阜県診療放射線技師会

　　　　　　　　雑誌　第92巻（通号128号）

（公社）宮城県放射線技師会

　　　　　　　　MART　会報92放射線　2019.9.　Vol.126

（一社）長崎県診療放射線技師会

　・2020年2月9日（日）2019年度近畿地域診療放射線技師

　　髙谷英明副会長、山田理事が同席します。

 1. 会長報告

　　定等に関する法律に基づく　法人の運営組織及び事業

Ⅰ. 議案（報告事項）　

　　活動の状況に関する立入検査」があります。水野会長、

定数確認（第30条）

　・11月26日（火）に当会事務所において、奈良県総務部

　　法務文書課より「公益社団法人及び公益財団法人の認
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（２）退会

（４）転出

11月 1日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

71460　山下　有希

   医療法人岡谷会おかたに病院

10月17日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

71355　安井　夕子

9月13日　38371　岩城　義規  大会2019（奈良県社会福祉総合センター）に参加。

（一社）奈良県薬剤師会　　　　 会誌　第181号

 千代田テクノル　　　       FB News  No.514 No.515

Ⅱ．副会長の活動報告

（一社）奈良県医師会　　　　　

　　　　「奈良県医師新報」vol.812

（一社）奈良県臨床検査技師会　

（公社）日本歯科技工士会　　　

　　　　「日本歯技」10 October 2019

→医療法人南風会みなみクリニック

10月15日　66339　中尾　愛　勤務先

                 医療法人康仁会西の京病院

→医療法人協仁会小松病院

（６）新規施設登録

      なし

（３）転入

理事会議事録
9月10日から11月10日まで

（公社）大阪府診療放射線技師会　大放技会報　No.328

【発刊物】

（公社）京都府放射線技師会　　　　

　　　　　　　　京放技ニュース　10/2019（通算713号）

（１）新入会員【承認事項】

10月 3日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

71157　松井　香奈

　地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター

5．医療関連団体関係 10月 9日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

・報告事項はありません。 71292　岩辺　実里

Ⅲ．常設委員会 9月14日　64580　江島　有美

1．総務関連事項（小林勝宏常務理事） 　お父様ご逝去のため弔電(9/15)

　（天理観光農園 ）に参加。

・2019年10月16日（水）第4回組織委員会

  （JCHO大和郡山病院）に参加。

・2019年10月23日（水）（公社）奈良県放射線技師会学術

 (松岡副会長) 

　大会2019拡大実行委員会（奈良県立医科大学）に参加。

・2019年10年27日（日）（公社）奈良県放射線技師会学術

　大会2019（奈良県社会福祉総合センター）に参加。

・2019年11月 4日（月）レントゲン博士Ｘ線発見週間イベ

　ント（イオン西大和店）に参加。

 9月19日　62330　山田　千晴

【他団体からの発刊物】

   医療法人桂会平尾病院

お父様ご逝去のため弔電(9/13)

　大会2019拡大実行委員会（奈良県立医科大学）に参加。

（９）慶事・弔事

   社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院

・2019年10月23日（水）（公社）奈良県放射線技師会学術

      なし

・2019年10年27日（日）（公社）奈良県放射線技師会学術

(髙谷副会長)

　医科大学附属病院にて開催、講師として参加。

・2019年 9月27日（金）南地区懇話会

　（大和高田市立病院）に参加。

・2019年10月 4日（金）中華民国（台湾）一〇八年國慶日

　（THE WESTIN OSAKA）に参加。

・2019年10月 6日（日）ふれあい・いきいき祭り「健康と

　福祉の祭典」（万葉ホール）に参加。

・2019年10月13日（日）福利厚生事業（ハイキング＆BBQ）

　なし

 9月13日　37090　木村　幹郎

公益社団法人静岡県放射線技師会へ

 9月29日　63140　松本　侑俊

公益社団法人愛知県診療放射線技師会へ

（５）異動

 9月13日　37090　木村　幹郎　自宅住所、勤務先

・2019年10月 9日（水）（公社）奈良県放射線技師会学術

　　　慶事

      なし

　　　弔事

・2019年 9月21日（土）漏洩線量測定講習会を奈良県立

　　　　「奈臨技ニュース」No.305　No.306

　委員会（奈良県立医科大学附属病院）に参加。

（８）賛助会員　

      なし

（７）施設情報変更

 9月26日　70281　井上　弓絵　自宅住所ﾋﾞﾙ名、入学年月

 9月30日　65966　間井　良将　自宅住所

10月 1日　33453　南部　秀和　勤務先　

近畿大学奈良病院→近畿大学病院

10月 1日　59794　東　慎之介　自宅住所

10月 6日　57824　上水　義明　勤務先

                 医療法人南風会万葉クリニック
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（１）奈良県放射線技師会学術大会2019について

　　　開催日時：2019年10月27日（日）　9:00～17:00

　　　場　　所：奈良県社会福祉総合センター

　 9月19日 大和なでしこ　第30回定例会(12/5)

  10月 6日 奈良CR勉強会　第50回記念大会(11/16)

　1）申請

  11月 3日 CT性能評価セミナー(11/10) 　参加者：129名

  11月 3日 第53回　撮診の会(11/28) 〔会員102名／非会員13名（うち学生1名）

  10月 6日 2019年度　奈良MR Conference特別講演会 　　　テ ー マ：『診療放射線技師を取り巻く

                                  （第25回）(12/21) 　　　　　　　　　医療情報環境～医療界でのIT活用～』

  10月 9日 令和元年度ふれあい・いきいき祭り

                   ～橿原市健康と福祉の祭典～(10/6) ▶開催報告　　→開催報告書

備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連 　　　　　　　　　　　　　　法人会計　雑費より支出

奈良県会員  445名　仮会員  2名　(11月10日現在）

（11）イベント・カウント申請、完了　

理事会議事録
（10）会員数

（公社）奈良県放射線技師会正会員  446名 　　　　　　　　　　　　　公2　雑費より支出

（9月17日　第3回定例理事会時  445名） 　新入会会員情報交換会補助　60,000円

　学術大会スタッフ昼食費　55,000円　

3．学術関連事項（北村未央学術委員長）

                  第25回特別記念講演会(9/14)

正会員 32名　非会員 13名　他  1名

　2）完了 ／講師等6名／協力企業8名〕

　 9月19日 奈良MR Conference定例会（111回）(9/6)

正会員 48名　非会員 35名　他  0名 ▶決算報告　　→決算書

   9月30日 奈良CT Conference　

正会員 29名　非会員  7名　他  0名

  10月 9日 令和元年度ふれあい・いきいき祭り

                 ～橿原市健康と福祉の祭典～(10/6)

   9月30日 2019年度　漏洩線量測定講習会(9/21)

正会員 13名　非会員  0名　他  0名

   9月30日 2019年度組織事業　南地区懇話会(9/27)

正会員 12名　非会員  4名　他  0名

  10月30日 奈良県放射線技師会　学術大会2019(10/27)

正会員 100名　非会員 16名　他 13名

正会員 13名　非会員  0名　他  0名

  10月30日 奈良県消化管撮影技術研究会　

                   第319階定例会(10/25)

　　なし （その他、学術大会関連費用）

【質疑】

　　なし

  11月 3日 第77回奈良県超音波画像勉強会定例会(10/31)

正会員  6名　非会員  7名　他  0名

（12）その他

・別紙.1より抜粋

＊1　＋源泉

＊2　昨年度謝金一部JART負担

＊3　講師等・当日実行委員へ

　技師会サーバー使用費　61,819円　

　　　　　　　　　　　　法人会計通信運搬費より支出

　ニュース270号　51,842円　公3　印刷製本費より支出

　サーベイメータ校正費　110,160円　公2　雑費より支出 

     モバイルバッテリー計17個進呈

※その他、振込手数料別途

　▶2020年度　2020年11月8日（日）

2．財務関連事項（山田卓実財務担当理事）

　　・中間報告（別紙.1）

【質疑】

　学術大会会場費　113,118円　公2　会場費より支出              ＠奈良県社会福祉総合センター

   メイン会場：研修室BC

 科  目 本年度予算 本年度決算 

収入 参加費 10,000 12,000 

 事業対策費 340,000 281,868 

 計 350,000 293,868 

支出 会場費 会場使用料 120,000 73,368 

     会場備品費 40,000 39,750 

 謝金（講師・座長・シンポジスト） 50,000 *1*2 38,000 

 交通費（講師・座長・シンポジスト・ 

    理事・学術委員・実行委員） 

40,000   25,780 

 スタッフ・講師等昼食費（55 食） 0 55,000 

 会議費（シンポ・抄録・拡大） 30,000 17,880 

 印刷費 60,000 41,066 

 通信費 ― ― 

 雑費 10,000 3,024 

 消耗品費（記念品） ― *3     

―   

 計 350,000 293,868 

 

支出 懇親会 新入会員負担金（9 名） 

    講師等（6 名） 

36,000 

24,000 

60,000 

受援 お茶（協力企業より） （140 本）  
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            【医師の立場から】

　高清会　高井病院　山口和重（循環器内科部長）

（２）県民公開講座について

  開催日時：2019年12月15日（日）　13:30～16:45

  場　　所：奈良県橿原文化会館小ホール

  テ ー マ：「不整脈の診断と予防　

                  ～健康なくらしのために～」

  講　　師：【診療放射線技師の立場から】

           高清会   高井病院　西久保直嗣  

            【臨床検査技師の立場から】

              済生会中和病院 髙橋秀一（中央検査室技師長）

4．教育関連事項（池口俊孝教育委員長）

　＜継続審議＞

　　提案書3）HPの充実化について　→HP委員会へ

　　提案書4）検診部会への参画について　→進捗なし

【質疑】

・提案書4）検診部会への参画について

北村理事　：動きとしては任期が2年で、8月ぐらいに交代

　　　　　　があり、1月に会議を開いている。

　　　　　　検診部会に奈良県放射線技師会として取り組

　　　　　　（指示）がないため手探り状態であり、な

　　　　　　かなか進まない。

理事会議事録
（３）2019年度近畿地域診療放射線技師会

                          学術大会in京都について

　2020年2月9日（日）＠京都テルサ

　▶進捗状況　　 奈良県より推薦シンポジスト

　　　　　　　　 →JCHO大和郡山病院　髙谷道和

　　　　　　　　一般演題3題協力　→学術委員会で選出

　　　　　　　　京都府放射線技師会窓口：

　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤理事と進行中

　▶今後の予定　 次年度奈良大会の広報許可申請

　　　　　　　　　 →水野会長より京放技へ確認

・橿原市、奈良県、（一社）奈良県臨床検査技師会　

▶進捗状況

（４）その他

　1）学術委員会から定款改正委員会へ改定願いについて

　　・講師料等内規の件

　　・学術研究助成制度規定・細則の件

　　　　　　　　　　　　　　　後援名義使用許可

・講師依頼状送付　済み

▶今後の予定

・橿原文化会館　会場申し込み　済み

・公式プログラム、ポスター完成　広報開始

　2）事業改革案について

・11/15　　会場打ち合わせ

　－業務改善提案書　

　　　平成29年度第5回定例理事会（3/20付）にて提出

・11月中　 抄録編集、入稿、スタッフ準備

▶プログラム（決定）

▶予算案

　　　　　　んでいくのであれば、来年の改選なども考慮

　　　　　　して、どのように動いていくのか考えなけれ

　　　　　　ばいけない。

水野会長　：県へ何度か問い合わせたが、具体的な回答

○審議事項　　次年度県民公開講座　

（３）その他

　　　　　　　日程候補：2020年12月13日（日）

　　　2019年第2回業務拡大に伴う統一講習会

　　　日　時：2019年11月30日（土）、12月01日（月）

　　　会　場：奈良県社会福祉総合センター

　　　応募者数36名（11月19日現在）

（２）奈良県放射線技師会関連

　　　報告事項なし

　教育委員関連

（１）日本診療放射線技師会関連

  科  目 前年度予算 前年度決算 本年度予算 

収入 参加費 ― ―  ― 

  事業対策費 400,000 400,000 330,000 

  計 400,000 400,000 330,000 

支出 会場費 会場使用料 50,000 46,310 50,000 

  文化会館・宏陽舞台 会場備品費 90,000 92,240 90,000 

  展示パネル 30,000 30,000 30,000 

  講師謝金（交通費込み） 65,000 68,000 70,000 

  交通費（理事 14・学術委員 4） 10,000 8,600 10,000 

  昼食費（理事 14・学術委員 4・待鳥） 25,000 16,720 25,000 

  会議費 ― ― ― 

  印刷費 13,000 51,252 35,000 

  通信費 15,000 13,940 15,000 

  雑費 2,000 324 5,000 

 消耗品費 10,000 35,110 ― 

  計 400,000 362,496 330,000 
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2020年1月10日

水野会長　：皆さんご承知の通り、奈良県で開催する業 水野会長　：長らく髙谷英明副会長、船戸泰希、旭合力の

理事会議事録

・業務拡大に伴う統一講習会について ・漏洩線量測定講習会の講師について

【質疑】

（１）鹿苑ニュース272号発行について

　　内　  容

　・1月初旬発行予定　原稿12月25日締め切り

【質疑】

　　　　　　ていかなければならない。

髙谷副会長：法改正などの最新情報についてはなかなか情

　　　　　　うか。

　　　　　　と、その後取消処理などで定員に余裕が出 6．広報関連事項（菊谷勇仁広報委員長）

　　　　　　その後取消処理などで現在の人数になって

　　　　　　３名にお願いしているので、今後交代も考え

池口理事　：すでに締め切っている。申し込みが定員の

　　　　　　務拡大に伴う統一講習会は今回で最後にな

　　　　　　る。まだ定員まで9名ほど余裕があるが、ま

　　　　　　だ申し込めるのか。

　　　　　　来たとしても追加で申し込みが出来ない。

　2019年10月18日　　　医療放射線安全管理責任者講習会

　2019年10月 7日　　　奈良CR勉強会

　　　　　　　　　　　　情報交換会2019（学術大会後）

　2019年10月 7日　　　奈良県MR Conference

　2019年10月 7日　　　県民公開講座

　2019年10月 8日　　　奈良県放射線技師会学術大会2019

　　2019年度第4回定例理議会会議録掲載

　　その他

菊谷理事　：DMの名簿があるので、何かの広報でDMを送

　　　　　　りたい場合は言って頂ければ送らせて頂く。

【質疑】

7．ホームページ（秋山敬純ＨＰ委員長）

　2019年 9月18日　　　鹿苑ニュース

　2019年 9月25日　　　大和なでしこ 第30回定例会

（２）その他

・ダイレクトメールについて

　　　　　　　原子力災害研修会案内

　　危機管理　漏洩線量測定講習会開催報告、

　　　　　　報が入りにくいところもあるので、講師を装

　　　　　　45名に達したところで申し込みを締め切り、

　　　　　　いる。JARTのシステムとして一度締め切る

　　　　　　置メーカさんなど専門の方にお願いしてはど

    組織関係　北地区懇話会、レントゲン週間イベント

              開催報告・参加記等

    教育関係　業務拡大統一講習会開催報告・参加記等

　　福利厚生　囲碁大会案内・その他

　　1）開催報告

（１）危機管理委員会関連

　　巻 頭 言　北村理事

　　学術関係　2019学術大会、県民公開講座開催報告

              参加記等

5．危機（原子力災害等および関西広域連合）

　　担当：小西隆雄理事

　　・漏洩線量測定講習会

　　開催日　2019年9月21日（土）15時から17時

　　会　場：奈良県立医科大学附属病院

 アップしました。（11月9日現在）

　2019年11月 8日      奈良県放射線技師会組織委員会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南地区懇話会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のご案内

　2019年10月18日　　　診療用放射線の安全利用のための

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指針（案）

　2019年10月22日　　　個人情報漏洩のお詫び

　2019年10月28日　　　業務拡大に伴う統一講習会

　　第12回　原子力災害時の放射線被ばくの防止に

　　　　　　　　　　　　　　　　　関する研修会

　　開催日時：2020年3月8日（日）13時から18時

　　場　　所：兵庫医科大学病院

　・2019年度　関西広域連合

　　講　師：髙谷英明副会長、船戸泰希、旭合力

　　参加人数：6名

決算報告

（２）関西広域連合関連

　開催日時：2020年3月7日（土）14時から17時

2）開催予定

・2019年度　原子力災害時の放射線被ばくの防止に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する研修会

　場　　所：奈良県広域消防組合本部

　講　　師：小林勝宏常務理事、

　　　　　　宮川知之（日立製作所ヘルスケア関西支店）

予算案

収 入 事業対策費 21,500 

支 出 講師費 20,000 

スタッフ交通費 1,500 

収 支  0 

 

収 入 事業対策費 21,500 

支 出 講師費 10,000 

 
スタッフ交通費 1,500 

 
材料費 10,000 

収 支   0 
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　・X線検査・がん検診の紹介と啓発は、

　　　　　　 松本麻耶 様作

理事会議事録
【質疑】 　組織委員　　：菊谷勇仁　　池口俊孝（医療安全）

　なし

8．福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）

（１）秋の厚生事業「ハイキング・BBQ大会」

　　　　　　　　髙谷副会長　水野会長

　参 加 者：ハイキング17名、

　　　　　　BBQ32名（会員・家族30名、非会員2名）

9．組織関連事項（髙谷道和組織委員長）

　2019年度第４回　組織委員会

　開催日時：2019年10月16日（水）19時～

　開催場所：JCHO大和郡山病院　3階会議室

　講演内容：1部　基調講演：

　　　　　　「線量管理の動向と線量管理システム

　　　　　　　　　　　　　　十分にできたと考える。　委員長　：髙谷道和

　　　　　　　　　　　　　　　～Radimetrics～」

　　　　　　バイエル薬品株式会社　

　　　　　　　　　ラジオロジー事業部　山内宏祥先生

　　　　　　大阪市中央区上本町西3-1-5

（３）年末情報交換会（県民公開講座終了後）

　　　日　時：2019年12月15日（日）17：30〜

　　　会　場：活魚料理 花惣 八木店

　　　選手募集中。

決算書

技師会負担金：20,855円(支出―収入)

（２）第66回近畿地域診療放射線技師会野球大会

　　　台風接近による悪天候にて中止。

　　　会　費：5,000 円

（４）第 31 回近畿地域診療放射線技師会

　　　　　　　　　　受診率向上に向けた啓発

　　　　　　②X線検査の紹介

　　　　　　③ワークステーションを用いた3D画像の実演

　　　　　　④乳がん検診啓発

　　　　　　　　　　（大和なでしこより3名協力依頼）

備　考

　　　　　　2部　ディスカッション

【開催報告】

　日　　時：2019年10月13日（日）

　　　　ハイキング 11：00 JR 天理駅出発、BBQ 12：00〜

　会　　場：天理観光農園

　　　当日の応援のご参加も多数お待ちしています。

【質疑】

　なし

　　　　　　地下鉄谷町線　谷町6丁目駅3番出口徒歩5分

　　　　　　　　　　　　　　囲碁大会（大阪府）

　　　日時：2020年1月19日（日）

　　　　　　9時30分受付　10時より開会式

　　　場所：大阪府医師協同組合 8F大ホール

　　　　　　　（宇陀市立病院、松本光生氏の奥様）

収支表

　俳句女王：「秋彼岸 耐えてなお咲く 台風一過」

　外部委託委員：山口長志郎　辻村恭平

【開催報告】

　①南地区懇話会

　開催日時：2019年9月27日（金）　19：00～21：00

　開催場所：大和高田市立病院　

　　　　　　放射線治療棟（南館）3階大会議室

　開催内容：テーマ　被ばく線量管理、何をやるか。

　座　長　：菊谷理事

 ・次回北地区懇話会でも「被ばく線量管理」

　　　　　　　　　　　　　　　　　継続して行う予定。

②ふれあい・いきいき祭り　～橿原市健康と福祉の祭典～

　開催日時：2019年10月6日（日）10：00～15：00

　　　　　　事前準備　10月5日（土）13時～

　開催場所：橿原万葉ホール

　開催内容：①X線を用いたがん検診の紹介と

2019年度　ふれあい・いきいき祭り決算

0

¥98,612

5,000×3(交通費込)

理事10名・インストラクター3名

乳がん×200部　がん検診を受けよう×200部

200部

1,000個

2019年度予算案 109,000

2019.10.06

項　目

乳がん・がん検診啓発パンフレット

放射線技師のことがわかる本

ポケットティッシュ

インストラクター謝礼(交通費含む)

当日交通費

昼食・お茶費

はっぴクリーニング

雑費

支出合計

金額（税・手数料）

20,736

28,622

10,368

15,000

4,640

12,840

6,406 13着

収入   支出   

会費（32 名分） 87,000 施設利用費 42,240 

  
食費 20,553 

  
飲料費 21,562 

  
景品・食器他 23,500 

合計 87,000 合計 107,855 
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2020年1月10日

雑費

　・受付的な役割でペッパー君レンタル（案）

　　　1日20,000円～（案）

　・次年度のレントゲン週間イベント　

次回　第5回組織委員会　2019年12月18日（水）

・ふれあい・いきいき祭り～橿原市健康と福祉の祭典～

　について

　　　　　　うに開催するか引き続き検討事項であるが、

③レントゲン週間イベント2019

　開催日時：2019年11月4日（月）10：00～15：00

　集合時間：9：00　屋上駐車場

　開催内容：骨密度測定　診療放射線技師のしごと紹介　

ポケットティッシュ

　　開催場所、内容等検討継続審議

　　と感じられた。（次回検討）

骨密度装置レンタル

骨密度パンフレット

金額（税・手数料） 備　　考

53,350 セイコーメディカル

9,955

スクラブ(各自用意)

6,300 10名

0

昼食費

池口理事　：現在、海外交流事業は理事1名と外部委員1名

　　　JCHO大和郡山病院　3階会議室　19時～

【質疑】

髙谷理事　：来年度開催については、前回の理事会でも

　　　　　　がん検診啓発

2019年度　レントゲン週刊決算

　　　　報告事項なし

　（３）海外交流委員会（池口俊孝委員長）

　　　　　　12月末までに橿原市の健康福祉課に確認を

　　　　会長 水野、副会長 髙谷、理事　池口、出席

　　　　　　取ってまた報告をさせて頂く。

がん検診を受けよう・啓発パンフレット

放射線技師のことがわかる本

支出合計

項　　目

当日交通費

理事会議事録
　・近鉄百貨店奈良店等年末までに場所確保の打診を

　　おこなう。

　・来場者一人あたりの滞在時間が長く密度の高い説明

　　ができた。また男性の比率が高かった印象がある。

　　（集客のため）

　・3D 画像のモニター画面はもう少し大きいほうがいい

　・骨密度測定装置複数台レンタルについて検討。

　・次年度より公益事業開催については組織委員以外

　　の理事の協力を要請する。

　・次回は配布物として入浴剤（案）等はどうか？

0

2019.11.04

　　　　報告事項なし

④北地区懇話会について

　開催日時：2019年12月12日（木）　19：00～21：00

　開催場所：市立奈良病院

　（２）表彰委員会

¥101,063

2019年度予算案 120,000円

山田理事　：予算の問題についても考慮が必要である。

　　　　12月7日慈済科技大学　開学30周年記念式典参加

　開催場所が広くなるのであれば、放射線技師の講演等

　開催内容：テーマ　被ばく線量管理元年 Ⅱ 

～自部署で取り組むべき課題を探る～

　　　　　：キャノンメディカルシステムズ　

　　　　　：GEヘルスケアジャパン

　　　　　：シーメンスヘルスケア

　　　　　：コニカミノルタジャパン

　座　長　：秋山理事

　講演内容：1部　各メーカによる基調講演

　　　　　　2部　ディスカッション

　・各施設の事情を踏まえて取り組む際の課題について

　　検討をおこなう。

⑤検討事項

・次年度の「ふれあい・いきいき祭り」の開催未定に対し

　ての代替え公益事業

　採用の検討

　放射線フェスタⅡ（案）を行う方向で検討。

　　　　　　修期間が2回になるので、担当理事の負担が

・研修生受入れについて

水野会長　：中臺科技大學と慈済科技大学の研修生受け入

秋山理事　：来年の開催はあるのか。

11．常置委員会

　（１）定款改正等委員会（松岡孝明副会長）

水野会長　：予算や運営等の事もあるので財務担当の山田

　　　　　　理事にも参加してもらい一度たたき台を作っ

　　　　　　説明したが、会場の改修工事のためどのよ

　　　　　　く必要がある。

　　　　　　学を別々に受け入れるとなると、2か月の研

　　　　　　れ要請について、受け入れ枠の拡大が可能な

　　　　　　のか、研修プログラムの見直しも兼ねて一度

　　　　　　検討したいと思う。

　　　　　　多くなる。そのあたりも考慮して検討してい

【質疑】

　　　　　　で担当している。中臺科技大學と慈済科技大

　　　　　　て提案してはどうか。

各×100部

15,378 200部

0 100部

9,460 500個

6,620
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2020年1月10日

（８）次年度県民公開講座日程を2020年12月13日（日） 令和元年度奈良県医師会創立記念式典・医学総会

2019年11月28日（木）

2019年11月30日（土）12月1日（日）

2019年 9月27日（金）

　　　についての承認。 2019年12月 7日（土）

Ⅴ．経過事項

日本放射線技術学会近畿支部学術大会（兵庫県）

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 業務拡大に伴う統一講習会  奈良県社会福祉総合センター

　　　開催とする件について。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 2019年11月30日（土）12月1日（日）

業務拡大に伴う統一講習会（大阪府・兵庫県）

慈濟科技大學（台湾）創立30年記念式典　（10）第4回定例理事会における報告および審議事項等

漏洩線量測定講習会　　　奈良県立医科大学附属病院 2019年12月15日（日）

　　　関する研修会の予算（案）ついて。

（９）2019年度原子力災害時の放射線被ばくの防止に

2019年12月7日（土）8（日）

県民公開講座　　　奈良県橿原文化会館

2019年10月18日（金）

（１）今年度総会時、役員改選での選挙管理委員選出に 2019年度診療近畿地域診療放射線技師会

奈良県社会福祉総合センター　   2019年10年27日（日）

レントゲン博士Ｘ線発見週間イベント　イオン西大和店

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県）

2019年11月 3日（日）4日（月）

2019年11月 4日（月）

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

公益立ち入り検査　　奈良県健康づくりセンター

　　　あたり、委員長および委員の決定について。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

（２）当会名誉会員不在に対応するため、今年度総会時

　　　に理事会から3名を推薦する件について。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

Ⅳ．審議事項

（６）秋の厚生事業「ハイキング・BBQ大会」収支報告 2019年11月19日（火）

Ⅵ．今後の予定保留【 0】反対【 0】賛成【15】

2019年11月26日（火）

（７）今年度県民公開講座予算案について。

理事会議事録
第4回組織委員会　 JCHO大和郡山病院　5階会議室

     奈良県立病院機構医療専門職教育研修センター

2019年10月16日（水）

（４）その他

　　　名誉会員について

　　　現在空席の名誉会員について、候補者3名を資料に

　　　基づき推薦する。

　　　理事会の承認を頂ければ、次回の総会にて推薦し

　　　承認を得たい。 令和元年度第1回奈良県医療安全推進センター講演会

第47回日本放射線技術学会　

     秋季学術大会（大阪府）グランキューブ大阪

2019年10月17日～19日(土）

奈良県立医科大学臨床第1講義室　2019年10月23日（水）

（公社）奈良県放射線技師会学術大会2019

（公社）奈良県放射線技師会学術大会2019拡大会議

         野球大会（兵庫県）雨天のため中止

2019年10月22日（日）

　　　について。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 第4回定例理事会奈良県立医科大学厳橿会館 特別会議室 

2019年11月17日（日）　　　算について。 

（３）奈良県放射線技師会学術大会2019の決算について。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

（４）漏洩線量測定講習会の決算について。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

（５）組織事業ふれあい・いきいき祭り「ふれあい・いき

　　　いき祭り」「レントゲン週間イベント2019」の決 大阪府診療放射線技師会学術大会

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

THE WESTIN OSAKA    2019年10月 4日（金） 第5回定例理事会

2019年10月 6日（日） 2020年 1月21日（火）

画像等手術支援分科会認定講習会　 奈良県立医科大学

2019年 9月29日（日） 近畿地域診療放射線技師会囲碁大会（大阪府）

中華民国（台湾）一〇八年國慶日 2020年 1月19日（日）

南地区懇話会　　大和高田市立病院 （公社）大阪府診療放射線技師会　令和2年新年互礼会

                     大阪第1ホテル（大阪マルビル）

2020年 1月11日（土）

 2019年 9月21日（土）

第4回学術委員会 奈良県立医科大学附属病院経営対策室

年末情報交換会 2019年12月15日（日）

2019年10月 9日（水） 2020年 2月 2日（日）

ふれあい・いきいき祭り「健康と福祉の祭典」万葉ホール        奈良県立医科大学 厳橿会館特別会議室

（公社）京都府放射線技師会学術大会
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2020年1月10日

議　　　長　会長（代表理事）　　　水野　吉将　　　印

議事録署名人　　　　　　　　　　　髙嶋　敏光　　　印

                                  上野山文男　　　印　

奈良県磯城郡田原本町宮古404－7

                奈良県健康づくりセンター内

公益社団法人奈良県放射線技師会

お詫びと訂正

ご迷惑おかけしたことに、心よりお詫び申し上げます。

いて、２０１９年度ふれあい・いきいき祭り予算案のポケットティッシュの金額が、誤っ

て記載されました。よって、金額を下記のとおり訂正いたすとともに、関連された方々に

　過日に発行しました鹿苑ニュース271号におきまして、理事会議事録（19ページ）にお

１，０００　→　１０，０００

     奈良県立医科大学  厳橿会館特別会議室

会計監査　奈良県立医科大学附属病院　経営対策室

 2020年 3月17日（火）

2020年 4月 3日（金）

業務拡大に伴う統一講習会（大阪府） この議事が正確であることを証するために議長及び

第6回定例理事会

2020年 5月30日（土）

                               関する研修会 2020年1月21日(火)

（公社）奈良県放射線技師会第7回通常総会（通期67回）

        奈良県社会福祉総合センター　大会議室　  

2020年 3月 7日（土）

2020年2月22日（土）23日（日）                         議事録署名人は記名捺印する。

2019年度原子力災害時の放射線被ばくの防止に

理事会議事録

                       会長会議（京都府） 　　2020年1月21日（火）19時00分～

2020年 2月 8日（土） 　　場所　奈良県立医科大学　厳橿会館　特別会議室

2019年度第2回近畿地域診療放射線技師会 Ⅶ．次回理事会について

2020年2月10日（月）11日（火）

2020年 2月 9日（日）

業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県） 以上

2019年度近畿地域診療放射線技師会学術大会（京都府） 　　　　　第5回定例理事会
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2020年1月10日

経常費用 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算

   事業費 執行率 執行率 執行率

会場費 100,000 63,590 64% 150,000 124,608 83% 0

旅費交通費 100,000 15,960 16% 150,000 67,540 45% 0

通信運搬費 10,000 13,979 140% 10,000 0 0% 300,000 115,705 39%

消耗品費 50,000 28,138 56% 70,000 5,267 8% 0

印刷製本費 200,000 133,991 67% 50,000 44,280 89% 1,000,000 656,196 66%

賃借料 150,000 51,840 35% 0 0 0

諸謝金 200,000 0 0% 150,000 105,000 70% 0

支払手数料 5,000 0 0% 5,000 2,498 50% 5,000 2,160 43%

会議費 50,000 0 0% 10,000 0 0% 0

福利厚生費 0 0 0 0 0

研究助成費 0 0 0 0 0

雑費 100,000 0 0% 200,000 184,606 92% 0

経常費用 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算

   事業費 執行率 執行率 執行率

会場費 0 0 0

旅費交通費 0 0 0

通信運搬費 0 10,000 0% 0

消耗品費 0 5,000 0% 0

印刷製本費 0 0

賃借料 0 0 0

諸謝金 0 0 0

支払手数料 0 5,000 0% 0

会議費 0 10,000 0% 0

福利厚生費 0 0 300,000 23,754 8%

研究助成費 0 300,000 100,000 33% 0

雑費 50,000 0% 50,000 0% 0

科　目 予算

管理費 予算額 支出額 執行率

総会費 100,000 76,449 76%

旅費交通費 200,000 44,288 22%

通信運搬費 200,000 138,506 69%

消耗品費 50,000 0 0%

印刷製本費 80,000 0 0%

支払手数料 5,000 2,384 48%

雑費 993,108 326,475 33%

法人会計

別表1

2019年度　 11月 1日　現在　会計中間報告

科　目

公益目的事業会計

公１ 公２ 公３

県民に対する講演会、
知識の普及啓発事業

研究調査及び指導、
職業倫理の高揚を支援

図書刊行物の発行及び
ホームページにおける

○新入会会員情報交換会補助　60,000円　法人会計　雑費より支出

科　目

その他事業会計

他１ 他２ 他３

日放技及び近畿地域診療放射線 研究会・勉強会への助成事業
会員に対する福利厚生事業

技師会との連携による学術大会 及び海外研修生の受入れ事業

○ニュース270号　51,842円　公3　印刷製本費より支出

○技師会サーバ使用費　61,819円　法人会計　通信運搬費より支出
○学術大会会場費　113,118円　公2　会場費より支出
○学術大会スタッフ昼食費　55,000円　公2　雑費より支出

○サーベイメーター校正費　110,160円　公2　雑費より支出
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