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　最後に、会員の皆様には今年度における当会事業に対し、ご理解、ご支援、ご協力をお願いする

と共に、当会事業への積極的な参加をお願い致します。

れば達成できません。今年度は「近畿地域診療放射線技師会学術大会」を、2021年2月14日（日）

奈良県産業会館（大和高田市）にて開催することが決定しています。そして、2022年には創立70周

年記念式典を開催予定です。国内において、診療放射線技師資格を持つ衆議院議員が1名在籍して

います。我々の職業の地位向上および職業環境安定を考えると、このことを上手に活かすことが重

要であると思います。診療放射線技師の未来を考えると、「読影の補助、業務拡大に関する法改正

県内では1月25日に新型コロナウイルス感染陽性が得られた患者様が1名と発表され、県に「新型コ

ロナウイルス感染症対策本部」を設置されました。新型コロナウイルス感染症については、県のホ

など」を抱えているなか、本会の「組織力」つまり「ＯＮＥ　ＴＥＡＭ」が不可欠です。将来の診

療放射線技師を見据え、今一度皆様も我々の未来像を思い浮かべてみてはどうでしょうか。

事であると思います。当会においても、いろいろな事業を展開するなか、会員の皆様の協力がなけ

・ヘッドコーチが掲げた「ＯＮＥ　ＴＥＡＭ（ワンチーム）」が選ばれました。チーム（組織）が

ームページに最新情報が掲載されています。会員の皆様は感染経路が明確化されていないので、マ

スク、手洗い、うがいなど感染予防対策をお願い致します。

　さて、昨年話題になった言葉に贈られる「現代用語の基礎知識選2019ユーキャン新語・流行語大

賞」が発表され、年間大賞にラグビー・ワールドカップで日本代表を率いたジェイミー・ジョセフ
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ひとつの目標に向かって、心をひとつにして立ち向かい、努力して達成しようとすることであると

思います。つまり、何事も個人の力ではなく、それぞれの個性を活かし、結集して事を成し遂げる
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巻頭言

いまこそ！「ＯＮＥ　ＴＥＡＭ」

ク開催、うるう年であります。当会では、（公社）奈良県放射線技師会第7回（通期67回）通常総

　年号が令和になり、いまだ馴染めないところですが、今年度は東京オリンピック・パラリンピッ

会を5月30日（土）奈良県社会福祉総合センターにて開催し、2020年2021年度役員改選を行います。

会員の皆様はぜひ参加して、当会の運営に関わって頂きたいと思います。

 また、日本国内において新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大が懸念されています。
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　第1号議案　2019年度事業報告、収支決算報告、監査報告について

　第2号議案　2020年度事業計画（案）、収支予算（案）について

　第3号議案　その他

※　駐車場が狭いため、公共の交通機関でお越しください。

第7回（通期第67回）通常総会開催

会　告

会　告

2020年2月26日
公益社団法人奈良県放射線技師会

会長　水野　吉将

公益社団法人奈良県放射線技師会

　　　　　～放射線技師から新たな道へ～』

ボイジャーブルーイング株式会社

西崎 翔　先生

本会、定款第4章、第19条の規定に基づき、第6回（通期第66回）通常総会を下記の通り開催致します。

記

日時：2020年5月30日（土）午後2時00分より

場所：奈良県社会福祉総合センター　5階大会議室

　　　　　近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車東へ徒歩1分

　　　　　橿原市大久保町320番地の11　☎ 0744-29-0111

議　事

　第4号議案　役員選任

以上、会告する。

特別講演会　15：30～16：30

『ビール醸造にあこがれて
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告　示
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なった。

催）授与式が行われました。このことに際し、（公社）奈良県放射線技師会を代表してお

受　賞

第48回読売新聞「医療功労賞」受賞を祝して

（公社）奈良県放射線技師会　会長　水野　吉将

　この度、（公社）奈良県放射線技師会会員、錦 成郎さんの地域医療への貢献に対して、

令和2年1月31日（金）奈良市内のホテルにおいて、「第48回医療功労賞」（読売新聞社主

　錦 成郎会員は昭和55年4月から現在まで39年の長

祝い申し上げます。下記に受賞における経緯をご紹介します。

【読売医療功労賞受賞経緯】

　医療功労賞の推薦基準が「地域住民の支えとなる

健康増進、疾病予防、治療などを行い、15年以上献

身的に職務に励んで功績をあげた医療従事者で、現

在も医療業務に従事している人（年齢は原則として

50歳以上）を各都道府県知事が中央選考委員会に推

薦する。県内候補者数は2名以内とする。」とあり、

（公社）奈良県放射線技師会表彰委員会（河村吉章

委員長他）が検討した結果、錦 成郎会員の推薦を

決定した。推薦理由は下記の通りである。

そのことが、放射線画像診断技術向上につながり、奈良県民の健康促進および疾病の早期発

きにわたり診療放射線技師として公益財団法人天理

よろづ相談所病院放射線部に勤務され、平成18年か

ら当院の技師長として病院運営等にご尽力され、診

療放射線業務を通して奈良県における高度医療の発

展と保健医療に貢献されている。

平成6年から平成15年まで、奈良県放射線技師会理事として会務を遂行され、平成14年・15年

は奈良県放射技師会副会長を務められた。平成22年から平成31年にかけては、公益社団法人

日本放射線技術学会理事を務められ、平成25年から業務執行理事、平成27年から副代表理事、

平成19年から平成24年まで放射線撮影分科会長、平成19年から平成22年まで近畿部会副部会

長、平成23年から平成26年まで近畿部会長、平成27年から近畿支部（名称変更）監事を歴任

され、診療放射線技師の地位向上および診療放射線技術の向上と育成に貢献された。

見、治療に貢献されている。現在も診療放射線技師として業務を遂行しながら、診療放射線

技師の未来、技術向上のため、学会・研究会等を牽引し、県民の健康維持及び促進のための

基礎を築いていくために取り組んでおられる。そして、若い診療放射線技師の技術向上のた

めの教育に努められ、そのことにより、検査を受けられる皆様の疾病早期発見、早期治療の

ための放射線診断画像等の提供に貢献されているということから、当会より推薦することに
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て、何ごとにも責任を持って対処する人材の育成が急務です。臨機応変に新たな発想ができ

受　賞

医療功労賞を受賞して

公益財団法人　天理よろづ相談所病院　放射線部技師長　錦　成郎

　この度は奈良県放射線技師会のご推薦により名誉ある「医療功労賞」をいただくことがで

きました。身に余る栄誉であり、お世話になった方々のお顔が走馬灯のように巡るなか、何

とお礼を申し上げたらよいのかわかりません。振り返りますと、1980年4月に天理よろづ相

談所病院に入職して40年間を大過なく勤めることができたのは、偏に先輩後輩の垣根なく私

を支えていただいた方々の賜物であると、紙面を拝借して心から感謝申し上げます。

　さて、診療放射線技師の近未来は、AI（Artificial Intelligence）の登場で変化の度合

いに拍車がかかり、それらの変化に振り回されないように、我々にしかできないことを見出

して整理して磨き続けることが重要です。科学的根拠に基づいた放射線技術を丁寧に提供し

に至ります。従って今回の受賞は

るだけでなく、患者さんに心のこもった接遇ができるのは、我々技師をおいて他に変わる存

在はいないと胸を張って言えるようにしたいものです。 

　奈良県放射線技師会との思い出は、入職して間もなく技師会の野球チームに加入して、ノ

ックで鍛えていただいたことなどを懐かしく思い出します。1994年から理事に就任した後の

1999年には、奈良県初となる全国放射線技師総合学術大会の開催に関わり、仲間と共に成功

裏に終えることができたことを誇らしく思うとともに、この大会で奈良県放射線技師会の結

束力がより一層強固になったと感じた記憶があります。

2000年から副会長に抜擢されまし

たが、その後、技師会活動の第一

線から退き日本放射線技術学会活

動に専念することに決心して現在

ございました。

個人の業績というより、長い間の

社会活動をご評価いただいた結果

なのかなと感じているところです。

　最後になりましたが，これから

の皆様のご活躍を祈念して筆をお

きます。この度は誠にありがとう
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　は２回開催されました。今年も同様の開催が予定さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　れています。今後は、近畿地域診療放射線技師会囲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　碁大会は囲碁愛好家が運営する同好会として存続し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿の交流は続いていくことになるでしょう。３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年以上、囲碁大会でお世話頂いた理事の方々並びに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　選手の皆様には心よりお礼申し上げます。新しく発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　足した同好会の入会を募集しています。案内は以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「記憶」をまとめた「囲碁大会３０回記念誌」の発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　行も出来ました。また囲碁大会の終了も見据えて選

　　　　　　　　　　　　　　　　　　手が運営する近畿の「囲碁同好会」が発足し、昨年

た。そこでの意見も踏まえ、近畿地域診療放射線技師会としての囲碁大会は今回で終了とな

った。平成元年度に第１回が開催され、平成とともに３０回、そして令和になって１回と３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１年間続いた囲碁大会が終了するのは尐し寂しいけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　れど、これも時代の流れかと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸い、昨年の３０回奈良大会は記念大会として大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　々的に開催して頂きましたし、近畿６府県の放射線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　技師会のご支援もあり、過去３０年間の「記録」と

参加記

近畿地域診療放射線技師会囲碁大会　報告とお礼

　令和２年１月１９日（日）に大阪府診療放射線技師会が当番県として３１回目となる囲碁

大会が開催されました。この大会は府県代表選手５名の団体戦で１試合５局のうち３勝以上

～ 囲碁大会から囲碁同好会へ ～

（公社）奈良県放射線技師会監事　上野山　文男

ず、３名での参加となった。相手チームに勝つには３名全員の勝利が必要になる。そんな中

総合成績が４位とはなかなかのものかと。近畿６府県の選手には若い人もおられるが、全体

的には高齢化と囲碁人口の減尐で５名の選手擁立が出来ないことがあるという問題が存在し

ている。昨年は、今後の囲碁大会について各府県の厚生理事と選手で意見交換会が開催され

したチームが勝利となる。団体戦を４回行い総合成績で順位が確定する。朝の１０時から夕

方の４時まで楽しみながらもそこは勝負の世界、一手一手に力が入り、最終戦が終わったら

「へぼ手」ばかりを指令した脳みそはヘトヘトです。年に１回会うだけの他府県の囲碁選手

とはゆっくり話をする時間も無いけれど、そこは「手談」と言われる囲碁の世界、１局打て

ば気心の知れた友となる。しかしながら、今回、奈良県は５名の選手を擁立することが出来

仮称「近畿囲碁同好会」会員を募集しています 
開催時期 ４月、１０月ごろ ２回／年 

開催場所  大阪近郊 

参加費用 ５００円 

現在近畿６府県より級位者から有段者まで幅広く参加頂いています。 

入会ご希望の方は以下までメール下さい 

（開催時期が決まりましたらご案内致します。） 

  f_ueya77@m5.kcn.ne.jp   上野山 
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じでしたが、いずれの施設も技師教育に苦労しているというところは共通でした。

　学術大会後は奈放技恒例の懇親会があり、夜遅くまで楽しい会話が尽きる事がありません

でした。やっぱり学術大会って楽しいなぁ。

医療現場で直面するトラブルの法的解釈やその対応方法、また診療放射線技師業務に関する

トラブルの法的責任の所在などをわかり易く解説していただき、今まで身近では無かった医

療に関する法律を学ぶ良い機会となりました。

　シンポジウムでは「技師教育」についての講演があり、教育システムを詳細に構築してい

る施設もあれば、ざっくりとした枠組みの中で教育している施設もあり千差万別といった感

となりました。私は、一般演題にて「大腸CTにおける深部結腸の固形残渣軽減についての検

討」を発表し、当院で積極的に取り組んでいる大腸CT検査の最適な前処置法を紹介いたしま

した。CTセッションの一般演題は全7題あり、その内３題が大腸CT関連と注目度の高さがう

かがえ、今後も検査精度向上に努力する必要性を再認識させられ良い刺激となりました。

　特別講演では、医師であり弁護士でもある北浜法律事務所の長谷部圭司先生がご講演され、

参加記

令和元年度 近畿地域診療放射線技師会学術大会に参加して

中井記念病院　奥田晃英

　令和２年２月９日（日）、京都にて開催された近畿地域診療放射線技師会学術大会は、早

朝に雪が吹雪く厳しい天候でしたが、全国から集まった大勢の参加者による熱気溢れた大会
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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

　・定款第33条に基づく2020年度事業計画、収支予算書並

　　ため微細な変更がある場合は会長・財務理事一任で変

　　更することに対して、ご承諾をお願いしたい。

　　びに資金調達及び設備投資の見込みについて、皆様の

　　承認を得て県に提出したい。県への提出を円滑に行う

　

　　　　　　　　京都テルサ

　　　　　　　　近畿地域診療放射線技師会教育委員会

（公社）福岡県診療放射線技師会　会誌　第342号　　　　　　　

（公社）富山県診療放射線技師会　会報　VOL.92 2020

（一社）栃木県診療放射線技師会　会誌　

　　　　　　　　　　No.111（創立70周年記念誌）

4．近畿地域診療放射線技師会関係

　・2019年度近畿地域診療放射線技師会学術大会

　　（京都府）の日程について

　　上記の日程で開催される。

　　2月7日（金）ウェルカムパーティ

　　2月8日（土）近畿地域診療放射線技師会会長会議、

　　　　　　　　ウェルカムパーティ

　　2月9日（日）近畿地域診療放射線技師会学術大会

　新年おめでとうございます。昨年同様、本年も当会理事

として業務遂行にご協力お願い致します。「業務拡大に伴

県開催を終了しました。理事の皆様は未受講者の方に対し

　　　　　野儀明宏、日浦之和、秋山敬純

　　ンスビルディング（東京都）にて開催された。

て、県外での受講をおすすめください。今年度の技師会事

業としては「近畿地域診療放射線技師会学術大会」「原子

力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」「東地区

懇話会」が予定されています。これらに関してはこのあと

　　　　　　　「東京放射線」2019年 12月Vol.66 No.778

担当理事より報告していただきます。

それでは、円滑な議事進行にご協力お願い致します。

（公社）東京都診療放射線技師会

（一社）山梨県診療放射線技師

（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.4 Nov.2019 283

う統一講習会」は11月30日（土）・12月1日（日）で奈良

日　　時：2020年1月21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5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月20日（木）、橿原市役所分庁舎　ミグランスにお

　　いて「令和2年度公益法人研修会」が開催される。

2．奈良県放射線技師会関係

　・当会における公益社団法人認定等に基づく運営事業及

　　び事業活動の状況に関する立入り検査について報告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県総務部）

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

　　放射線安全管理責任者講習会が日本橋ライフサイエ

欠席理事：

　・担当理事から報告。　

　・5月30日に第7回（通期67回）通常総会を奈良県社会福

　　祉総合センター大会議室において開催する。

（公社）静岡県放射線技師会　SHIZUOKA　JOURNAL

　　　　　　　　　　Vol.29 No.2 2019（通巻206号）

　　　　　　　　2019 11月29日号 VOL.173

【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

3．日本診療放射線技師会関係

　・2020年1月12日（日）・13日（月）第3回・第4回医療

　　らに負担になってくることを心配する。　

　　　　　　　　　　山放技ニュース　2019．11

（公社）愛知県診療放射線技師会　会誌

　　　　　　　　　　Vol.31 No.2（通巻164号）Dec.2019

（一社）新潟県診療放射線技師会　会報

（一社）北海道診療放射線技師会　会報　2020年1月

　　　　　　　　　　第91号 2019.12.20

Ⅰ. 議案（報告事項）　

 1. 会長報告

　・「業務拡大に伴う統一講習会」について、今年度で奈

　　良県開催は、最終受講者330名（奈良県外含む）とな

　　った。（60歳以上の会員、小規模なクリニック、医院

　　などの理由で参加しにくい環境下の会員の未受講が考

　　えられる。）今後の法改正に伴う講習会への対応にさ

定数確認（第30条）
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・2019年11月26日（火）奈良県健康づくりセンターに

（一社）奈良県臨床検査技師会　

 → 医療法人社団生和会大倭病院へ名称変更

→医療法人拓生会奈良西部病院

12月25日　62928　井倉　真也　勤務先、会誌等送付先

                 社会医療法人高清会高井病院

→社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院

12月28日　60174　肥後谷　瞬　会誌等発送先

12月31日　56744　山田　和弥　自宅住所

 1月 1日  50793　井上　  健　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

　なし

11月21日　57343　古川　卓也　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、自宅住所

　合センターにおける業務拡大に伴う統一講習会に講師と

　して参加。

（５）異動

　記念式典に参加。

・2019年12月18日（水）JCHO大和郡山病院における第5

　回組織委員会に参加

（７）施設情報変更

11月26日　宗教法人大倭大本宮大倭病院

 (松岡副会長) 

【他団体からの発刊物】

（大阪府診療放射線技師会から）

（４）転出

(髙谷副会長)

  おける公益立ち入り検査に立会人として参加。

・2019年11月30日（土）12月1日（日）奈良県社会福祉

　総合センターにおける業務拡大に伴う統一講習会に

　講師として参加。

・2019年12月 7日（土）慈濟科技大學（台湾）創立30年

11月15日　65250　浪花　真帄　自宅住所

11月24日　69775　福田　涼香　自宅住所

11月24日　62546　井上　智央　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

11月25日　48343　塚本　岳夫　会誌等送付先

11月28日　45709　小池　理之　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、勤務先施設名

12月19日　31330　大沢　一彰　勤務先、会誌等送付先

　　　　　　　　 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院

11月14日　38612　幸田　和章　会誌等送付先

理事会議事録
・2019年12月 4日（水）奈良県立医科大学附属病院におけ

　　　　　　　　　　　　　　　　12/2019（通算715号）

【発刊物】

（公社）京都府放射線技師会　　　　

　　　　　　　　京放技ニュース　11/2019（通算714号）

  る第5回学術委員会に参加。 

・2019年12月15日（日）奈良県橿原文化会館における県民

  公開講座に参加。

　　　　　　　　　　　　　　　　１/2020（通算716号） ・2019年12月15日（日）年末情報交換会に参加。

5．医療関連団体関係 1．総務関連事項（小林勝宏常務理事）

・奈良県医療推進協議会役員会から報告 11月11日から1月10日まで

・2019年12月15日（日）奈良県橿原文化会館における

　県民公開講座に参加。

・2019年12月15日（日）年末情報交換会に参加。

　（2019年12月26日（木）奈良県医師会館にて開催） （１）新入会員【承認事項】

（３）転入

　　　　　　活を将来にわたりおくるためには、必要な医

　　　　　　療・介護を安心して受けられるようにしなけ

　　　　　　ればならない。よって、持続可能な社会保障

　　　　　　制度の確立に向けて、適切な財源を確保する

　　　　　　よう、本協議会の総意として強く要望する。

Ⅲ．常設委員会

（公社）大阪府診療放射線技師会　　大放技会報　No.329

　1） 各構成団体の役員の交代について

　2） 「国民医療を守るための国民運動」の展開について

　3） 決議の採択について

・2019年11月30日（土）12月1日（日）奈良県社会福祉総

Ⅱ．副会長の活動報告

（一社）奈良県医師会　　　　　

　　　　「奈良県医師新報」11 vol.814　12 vol.815

                           1 vol.816

　　　　「奈臨技ニュース」No.307　No.308

（公社）日本歯科技工士会　　　

（６）新規施設登録

　なし

12月27日　60174　肥後谷　瞬

（京都府放射線技師会から）

12月17日　70218　飯田　隆行

　　　　「日本歯技」 1　January 2020

 千代田テクノル　　　     FB News  No.516 No.517

（２）退会

　なし

　　　内容：人生100年時代を迎えるなか、幸福な国民生

12月1日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

71632　星野　彰　医療法人拓生会奈良西部病院

12月4日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

71647　中村　尚次　医療法人平成記念病院

12月20日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

71739　岡本　涼　医療法人拓生会奈良西部病院

12月20日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

71740　桶谷　奈奈　近畿大学奈良病院
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・別表1より抜粋

（12）その他

2．財務関連事項（山田卓実財務担当理事）

　　なし

【質疑】

収支差額　　　  ¥0

※その他、モバイルバッテリーを講師2名に進呈

▶次年度開催予定　2020年12月13日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　11/26付会場手配済

（※2021年1～3月小ホール改修工事のため使用不可）

　・中間報告（別表1）

  ・定款第33条に基づく2020年度収支予算書に関して

※次年度よりパーテーションは別会社でレンタル

　12月 6日　第53回　撮診の会(11/28)

正会員 27名　非会員 13名　他  1名

　 1月 2日　2019年度奈良県MR Conference

　　　　　　　　　　　　第320回定例会(12/18)

正会員 16名　非会員  8名　他  1名

正会員 41名　非会員 24名　他  9名

　 1月 2日　大和なでしこ第30回定例会(12/5)

　12月28日　奈良CR勉強会　第50回記念大会(11/16)

正会員 37名　非会員 20名　他  0名

　12月28日　奈良県消化管撮影技術研究会

　12月19日　令和元年度　県民公開講座(12/15)

正会員 21名　非会員  0名　他 80名

           高清会   高井病院　西久保直嗣  

正会員 40名　非会員  8名　他  0名

  参加者：正会員21人　非会員0人　一般80人　合計101人

  12月18日　2019年度組織事業　北区懇話会(12/12)

  前年度：正会員40人　非会員0人　一般68人　合計108人

奈良県会員  451名　仮会員  1名　(1月10日現在）

（11）イベント・カウント申請、完了　

　12月18日　2019年度組織事業　北区懇話会  (12/12)

  12月19日　令和元年度　　県民公開講座　  (12/15)

　1）申請

　2）完了

▶開催報告　

　12月28日　奈良県消化管撮影技術研究会　

（11月10日　第4回定例理事会時  446名）

　ニュース271号　51,921円　公3　印刷製本費より支出

  開催日時：2019年12月15日（日）　13:30～16:45

（９）慶事・弔事

　12月18日　株式会社日立製作所が、画像診断事業、

　　慶事

    なし

　　弔事

（８）賛助会員　

  12月 3日　中村　道宏　

お母さまご逝去のため弔電(12/4)

（１）県民公開講座について

  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～」

　賃借料より支出

　県民公開講座会場費　94,260円　公1　会場費より支出

理事会議事録

（10）会員数

（公社）奈良県放射線技師会正会員  452名

　レントゲン週間　骨密度レンタル費　52,800円　公1　

  講　　師：【診療放射線技師の立場から】

3．学術関連事項（北村未央学術委員長）

　　　　　　医療IT事業の一部を富士フイルム株式

　　　　　　会社に事業譲渡

                 テーマ・講師　未定

                            勉強会特別講演会(2/8)

　高清会　高井病院　山口和重（循環器内科部長）

備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連

▶決算報告　　→決算書

                        特別講演会（第25回）

【質疑】

正会員 29名　非会員  4名　他  0名

            【臨床検査技師の立場から】

　　　　　　　　　　　　　　第321回定例会  (2/28)

              済生会中和病院 髙橋秀一（中央検査室技師長）

　 1月 8日　第19回奈良県超音波画像

            【医師の立場から】

  科目 本年度予算 本年度決算 備考 

収入 

事業対策費 330,000 304,106   

参加費 ― ―   

計 330,000 304,106   

支出 

会場費 会場使用料 50,000 46,310   

文化会館・宏陽舞台 会場備品費 90,000 94,260   

展示パネル 30,000 30,000   

講師謝金（交通費込み） 70,000 48,000   

交通費（理事 13・学術委員 3） 10,000 8,160   

昼食費（理事 13・学術委員 3・石本） 25,000 16,827   

会議費 ― ―   

印刷費 35,000 28,020   

通信費 15,000 15,204   

雑費 5,000 885   

消耗品費（記念品） ― 16,440   

計 330,000 304,106   
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（３）その他

　　　2020年度 統一講習会の予定

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　　　　　　をして頂く。

　　　　　　タイベックスーツの使用方法について実習

研修会打ち合わせ：奈良県広域消防組合　竹中、小西

            の週に開催しても問題はない。

            ため11月3日で検討している。しかし、11月

            3日は例年レントゲン週間イベントを開催し

            ているので、調整が必要である。

髙谷理事　：日放技の開催設定に尐し余裕があるため、次

　　　　　　い時期となるため、次年度以降の開催時期

　　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

【質疑】

・2019年度原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修会について

小西理事　：今年度については3月に開催するが、3月は

　　　　　　広域消防組合にとって参加者が集まりにく

（２）奈良県放射線技師会関連

　　　報告なし。

　　　　　　については検討が必要である。

　　　　　　当日には千代田テクノルさんにも来て頂き、

　・講師料等内規の件

北村理事　：11月8日開催予定としていたが、日本放射線

            技術学会近畿支部の学術大会と日程が重なる

　　提案書3）HPの充実化について　→HP委員会へ

【質疑】

＊2020年度近畿地域診療放射線技師会学術大会

                                      in奈良について

　開 催 日：2021年2月7日（日）もしくは14日（日）

　開催場所：奈良県産業会館（第1候補）

　テ ー マ：「繋（ぐ・げる」」

　▶進捗状況　　 1月7日　打ち合わせ

　▶今後の予定　

　　 今年度の＠京都大会で動画・ビラ配布による広報

東京都7回・大阪府3回

理事会議事録

4．教育関連事項（池口俊孝教育委員長）

　教育委員関連

（１）日本診療放射線技師会関連

　　　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1日（月）

　　　会　場：奈良県社会福祉総合センター

　　　受講者　33名（日放技会員　28名　非会員5名）

（１）危機管理委員会関連開催予定

　・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

　　開催日時：2020年3月7日（土）14時から17時

　　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）

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

森ノ宮病院
2階ウッディホール

開催場所

業務拡大に伴う統一講習会

6月13日（土）14日（日）

7月11日（土）12日（日）

8月22日（土）23日（日）

9月21日（月）22日（火）

10月17日（土）18日（日）

11月22日（土）23日（月）

　　2020年1月23日（木）

　3）奈良県学術大会2020、奈ラーニング2020

　・調整中（次年度担当者中心に進める予定）

　　提案書4）検診部会への参画について　→進捗なし

2021年1月16日（土）17日（日）

　＜継続審議＞

　・奈良県学術大会2020について

　　平成29年度第5回定例理事会（3/20付）にて提出

　2）事業改革案について

　・業務改善提案書　 2月20日（土）21日（日）

森ノ宮病院
2階ウッディホール

2月27日（土）28日（日）

（２）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　特になし

　▶今後の予定　 次年度奈良大会の広報作成

（３）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

　・学術研究助成制度規定・細則の件

　・2019年度　関西広域連合

（２）関西広域連合関連開催予定

森ノ宮病院
2階ウッディホール

開催県

東京都①

東京都②

東京都③

大阪府①

東京都④

日時

4月18日（土）19日（日）

大阪府②

東京都⑤

東京都⑥

大阪府③

東京都⑦

【質疑】

・2020年度統一講習会について

水野会長　：大阪府で3回開催が予定されているので、

　　　　　　今後ホームページに掲載するなど広報を

　　　　　　していく必要がある。
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　　日　時：2020年1月19日（日）

収支報告：

　　結　果：優勝 和歌山県、2 位 兵庫県、

　　応　援：水野吉将、髙谷英明、髙嶋敏光、奥田孝直

　2019年11月28日 　 第80回 関西地区CR研究会

　2019年12月26日　　磁気共鳴（MR)専門技術者認定試験　

　　　　　　　　　　直前対策のご案内

収支差額　　　　　¥0

            いて、各府県の会誌を見ていたら転入会員

【質疑】

            らうが、各理事にも自施設に新入会員がお

            られる場合は声掛けをお願いしたい。

            録時に技師会からのメールを受け取るかど

            うか、本人が選択できるようにしておいた

            ほうがよい。

髙嶋監事　：新入会員以外に転入された会員の紹介につ

　　　　　　3 位 京都府、　4 位 奈良県、

　　　　　　5 位 滋賀県、　6 位 大阪府

　　会　場：大阪府医師協同組合 8F大ホール

　　参加者：会員6 名、非会員１名 

　　選　手：上野山文男、吉峰 正、越智 保(OB・非会員)

            はいかがか。

小西理事　：再入会については会員番号が新たに発番さ

　　日　時：2019年12月15日（日）

　2019年11月25日　　関西collection

8．福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）

　・その他

            れる（新入会扱い）ので載せている。

　・鹿苑ニュース273号について

水野会長　：教育のところに2020年度統一講習会の開催

            予定を載せて頂きたい。

水野会長　：広報委員会はこれから総会の議案書作成が

            大変になると思うので、各委員長は活動報

            告など協力をお願いする。

菊谷理事　：それについては3月以降に各委員長へメール

            にて依頼させて頂く。

7．ホームページ（秋山敬純ＨＰ委員長）

１）年末情報交換会（開催報告）

　　会　場：花惣 八木店 会費 : 5,000 円

　　参加者：31 名(会員 21 名、賛助会員 10 名) 

 　　　　　　　　(県民公開講座終了後) 17:30〜

            ているメールアドレスへ案内を送らせても

菊谷理事　：例年通り新入会員へは、広報から登録され

            を載せているところもあるので、検討して

　2020年 1月10日　　奈良県医療安全推進センター講演会

 　　　　　　　　　 事業実績報告会

　　　　　　敢闘賞：吉峰 正氏

収支報告：

３）近畿地域放射線技師会福利厚生理事会議

　・野球大会　2020年度、滋賀県

　　会場、日時未定

　　次回以降、滋賀→京都→和歌山→奈良（2023）

　　　　　　　→兵庫→大阪　以上、掲載済みです。（2020年1月10日現在）

【質疑】

収支差額　　　　　¥0

　2020年 1月10日　　第19回奈良県超音波画像勉強会

理事会議事録

    教　　育　　案内・開催報告

    組　　織　　東地区懇話会　開催報告

　　学　　術　　近畿地域診療放射線技師会学術大会　

　　2019年度第5回定例理議会会議録掲載

              　参加記・その他案内・開催報告等

　　福利厚生　　囲碁大会　開催報告・参加記

6．広報関連事項（菊谷勇仁広報委員長）

　・季刊誌鹿苑の新入会員の紹介文について

松岡副会長：登録メールアドレスへのDMについては、登

（１）鹿苑ニュース273号発行について

　・3月初旬発行予定　原稿締切　2020年2月23日

　　内　  容

　　巻 頭 言　　水野会長

    技師会関係　奈良県放射線技師会総会　会告

　　その他　　　

２）第 31 回近畿地域診療放射線技師会

　　　　　　　　　　　囲碁大会 (大阪府) 開催報告 

  科目 本年度決算 備考 

収入 事業対策費 ¥38,476   

参加費（非会員） ¥1,300 1 名分 

      

計 ¥39,776   

支出 参加費 ¥18,000   

交通費 ¥12,000 ¥2,000×6 名分 

昼食費 ¥9,100 ¥1,300×7 名分 

雑費 ¥676  昼食飲料費  

   

計 ¥39,776   

 

  科目 本年度決算 備考 

収入 

事業対策費 ¥22,342   

参加費（受益者負担） ¥155,000 ¥5,000×31 名 

      

計 ¥177,342   

支出 

景品代・抽選会用品代 ¥28,344   

施設利用費（飲食費） ¥148,998   

      

計 ¥177,342   
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（３）海外交流委員会（池口俊孝委員長）

　　　慈済科技大学　開学３０周年記念式典参加

　　　日　時：2019年12月7日（土）

　　　場　所：台湾　花蓮市　慈済科技大学

　　　出席者：水野会長　髙谷副会長　

　　　　　　　池口海外担当理事

髙谷理事　：橿原市の健康福祉課から連絡があり2020年度

【質疑】

11．常置委員会

・2020年度ふれあい・いきいき祭り見送りについて

　　　　　　のふれあい・いきいき祭りは場所などの関係

　　　　　　により延期が決定した。代替え事業として10

　　　　　　月に「放射線フェスタ（仮）」の開催を検討

　　　　　　している。

9．組織関連事項（髙谷道和組織委員長）

　　　　　　　　　　　　　　　　（補足説明）

水野会長　：囲碁大会の今後について近畿各府県の会長

　　　　　　の間で話し合い、その結果を選手の方々に

　　　　　　る事が出来た。これからは運営を選手がす

　　　　　　る形に事になるが、今後も応援、協力して

　　　　　　頂きたい。

　　　　　　催事業を終了することが決定した。来年度

　　　　　　からは愛好会という形で開催していく。

上野山監事：前回30回記念大会を開催し記念誌も発行す

            ２．高井病院　    土`井技師長　

・公益事業において一般市民の方からスクラブ着用に関し

　て高評価を得た。今後においても放射線技師の認知度向

　上に向けて取り組む。

・2020年度ふれあい・いきいき祭りは見送り。

   4社のメーカ担当者から、各メーカの視点でご講演して

   いただいた。線量の記録は、現行の電子カルテシステ

【開催報告】

② 東地区懇話会について

　　　で調整を進めています。

次回　第6回組織委員会　2020年2月19日（水）

Ⅳ．審議事項

（１）定款第33条に基づく2020年度事業計画、収支予算

　　　書並びに資金調達及び設備投資の見込みについて、

　　　特に報告事項なし

　　　　　　表の掲示について指摘があり、今後定款を改

　　　　　　正し電子媒体にて等に変更することを薦めら

　　　　　　れた。

水野会長　：次回の立ち入り検査までに対応していく。

（２）表彰委員会

            ３．宇陀市立病院　小西課長

③ その他

　　　JCHO大和郡山病院　3階会議室　19時～開催予定

　座　長　：池口理事

　開催内容：指針の進捗、取り組みの状況を3施設で

            発表していただく方向とする。

            １．奈良医大　    水野会長　

・公益目的事業の予算執行について予算執行率を達成させ

　ていく必要がある。継続審議とする。

・次年度からの公益事業は理事全員参加でお願いしたい。

　　　県への提出を円滑に行うため、微細な変更がある

　　　場合は、会長・財務理事一任で変更することに対

　　　して。

　開催日時：2020年2月28日（金）　19：30～21：00

   ム（RIS）でも可能と考えるが、線量管理および最適化

   になると専用のソフトが有効で膨大なデータの処理に

   は適している。自施設での検討に大変参考になった。

① 北地区懇話会

　委 員 長：髙谷道和

　組織委員：菊谷勇仁　池口俊孝（医療安全）

　　　　　　竹中智士　野儀明宏　　

            秋山敬純  髙谷副会長

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

理事会議事録
　・次回以降の福利厚生理事会議

　2019年度第5回　組織委員会

　開催日時：2019年12月18日（水）19時～

　開催場所：JCHO大和郡山病院　3階会議室

（１）定款改正等委員会（松岡孝明副会長）

　開催場所：高井病院　

　外部委託委員：山口長志郎　辻村恭平

　　　錦成郎会員の受賞が決定されました。

　　　表彰式は「１月３１日午後２時～、奈良ホテル」

　　・第48回読売新聞主催、医療功労賞（各地の専門

　　　医療施設での献身的な取り組みが評価され）に

山田理事　：今回の立ち入り検査の時に事業所の貸借対照

　　野球大会の際に行う

　・近畿地域診療放射線技師会囲碁大会について

　　近畿地域診療放射線技師会による主催は、今回の

　　第31回大会を持って終了

【質疑】

　・近畿地域診療放射線技師会囲碁大会について

　　　　　　報告し承認を得た。結論としては近畿地域

　　　　　　診療放射線技師会の囲碁大会は、参加人数

　　　　　　の減尐などの理由から、今年度をもって主
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以上

この議事が正確であることを証するために議長及び

                        議事録署名人は記名捺印する。

2020年1月21日(火)

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

近畿地域診療放射線技師会囲碁大会（大阪府）

2019年 1月19日（木）

第5回定例理事会奈良県立医科大学 厳橿会館特別会議室

2020年 1月21日（火）

2020年 2月12日（水）

2020年 2月10日（月）11日（火）

第6回学術委員会 奈良県立医科大学附属病院経営対策室

健康づくり財団　理事会　　健康づくりセンター

Ⅵ．今後の予定

（公社）京都府放射線技師会学術大会

2020年 2月 2日（日）

2019年度第2回近畿地域診療放射線技師会

会長会議（京都府）2020年 2月 8日（土）

2019年度近畿地域診療放射線技師会学術大会（京都府）

2020年 2月 9日（日）

業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県）

会計監査　奈良県立医科大学附属病院　経営対策室

2020年 4月 3日（金）

2020年 3月24日（火）

2020年 5月30日（土）

（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　  

2019年12月 7日（土）

2019年12月7日（土）8日（日）

県民公開講座　　奈良県橿原文化会館

2019年12月15日（日）

年末情報交換会 2019年12月15日（日）

2019年12月18日（水）

日本放射線技術学会近畿支部学術大会（大阪府）

第5回組織委員会　 JCHO大和郡山病院　5階会議室

奈良県医療推進協議会役員会　　奈良県医師会館

2019年12月26日（木）

Ⅶ．次回理事会について

    2020年3月17日（火）19時00分～

    場所　奈良県立医科大学　厳橿会館　特別会議室

          第6回定例理事会

理事会議事録
第6回組織委員会　 JCHO大和郡山病院　5階会議室　

2020年 2月19日（水）

令和元年度公益法人研修会   橿原市役所分庁舎

ミグランス４階　2020年 2月20日（木）

（３）年末情報交換会収支決算書について

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

（２）県民公開講座事業報告および決算報告書について。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

2019年度組織事業　東地区懇話会　

Ⅴ．経過事項

業務拡大に伴う統一講習会（大阪府・兵庫県）

第5回学術委員会 奈良県立医科大学附属病院経営対策室

2019年12月 4日（水）

公益立ち入り検査　　　　奈良県健康づくりセンター

2019年11月26日（火）

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）

（４）第31回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会

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

2019年11月30日（土）12月1日（日）

2019年11月30日（土）12月1日（日）

慈濟科技大學（台湾）創立30年記念式典

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

　　　 2020年 3月 7日（土）

　　　収支決算書について

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

2020年 3月17日（火）

　　　ついての承認

（５）第5回定例理事会における報告および審議事項等に

2020年 2月28日（金）

業務拡大に伴う統一講習会（大阪府）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する研修会　　　 

第6回定例理事会奈良県立医科大学厳橿会館　特別会議室

2020年2月22日（土）2月23日（日）

2019年度原子力災害時の放射線被ばくの防止に
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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 100,000 157,850 158% 150,000 124,608 83% 0

旅費交通費 100,000 34,780 35% 150,000 73,280 49% 0

通信運搬費 10,000 13,979 140% 10,000 0 0% 300,000 164,539 55%

消耗品費 50,000 40,238 80% 70,000 5,267 8% 0

印刷製本費 200,000 151,991 76% 50,000 44,280 89% 1,000,000 534,853 53%

賃借料 150,000 134,640 90% 0 0 0

諸謝金 200,000 63,000 32% 150,000 105,000 70% 0

支払手数料 5,000 0 0% 5,000 2,498 50% 5,000 2,170 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 44,609 15%

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 61,608 31%

通信運搬費 200,000 155,879 78%

消耗品費 50,000 0 0%

印刷製本費 80,000 173,264 217%

支払手数料 5,000 4,024 80%

雑費 993,108 387,084 39%

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271号　51,921円　公3　印刷製本費より支出

○県民公開講座　会場費　94,260円　公1　会場費より支出
○レントゲン週刊　骨密度レンタル費　52,800円　公1　賃貸料より支出

法人会計

別表1

2019年度　 1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
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Q,

A,

Q,

A,

Q,

A,

Q,

A,

公的な検診は、40〃50〃55〃60〃65〃70歳の女性を対象にした節目検診があります。

これらはいずれも保健センターや保健所、指定医療機関で受けることができます。

市町村の検診では、どのようなことをするのですか？

生活習慣や食事内容を書き込む問診票の提出と、測定機器による骨量検査を主に行いま

す。骨粗鬆症の有無を検診したのち、正常者には簡単なお話を、要指導者には栄養・運動

指導を、要精検者には医療機関を紹介する、といった体制をとっているのが一般的です。

参考文献：骨粗鬆症財団HP

70代までは測定の必要はありません。男女とも70代以降は2年おきくらいに測定するのが

望ましいでしょう。

骨粗鬆症の検診を受けてみたいのですが、どこへ行ったら良いのでしょう？

まずお住まいの近くの保健センターや保健所に問い合わせてください。また、自治体の行

う検診の予定は広報紙に載りますから注意して見ていてください。現在、国が行っている

症検診が行われています。男性は寝たきりが長かったり、胃腸・腎臓障害などがなければ、

て測定します。超音波法はかかとやすねの骨に超音波を当てて測定をします。X線を使用

していないため、妊娠中の方でも測定することができます。なお、超音波法は他と比較し

て測定誤差が大きく出る場合がありますので、骨粗鬆症が疑われる場合にはDXA法など

で診断する必要があります。

骨粗鬆症検診は何歳から受けたら良いですか？

女性では50歳くらいから骨量が低下しはじめます。閉経後は原則として1年に1回ずつ測定

すると良いでしょう。1年間に３％以上の減少があるときには、医師の診察を受け、半年に1

回ずつ測定をします。このとき治療を受けることもあります。骨量は20代から40代後半ま

であまり変化をしませんから、できればその間に一度測定をして、自分の若い時の骨量を

知っておくと、老年期になってから役に立ちます。また、40～70歳の女性を対象に骨粗鬆

の異なるアルミニウム板とを同時に撮影し、骨とアルミニウムの濃度を比べることによっ

骨密度を測定する検査について教えてください。

骨密度を測定する検査はどのようなものがありますか？

主にDXA（デキサ）法、MD（エムディ）法、超音波法の3種類があります。

DXA法とはエネルギーの低い2種類のX線を使って測定する検査です。

DXA法では大腿骨や腰椎、前腕骨などを測定します。MD法とはX線を使って、手の骨と厚さ

県民の皆様 放射線Ｑ＆Ａ 
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