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巻頭言 
 

    再開（再会）に備える 

 
      

                      

      公益社団法人 奈良県放射線技師会 会長 髙谷 英明 

  

 COVID-19 が世界中に拡がり、未だ収束の兆しを見せずに夏が過ぎました。夏のマスク姿の人々には当

初戸惑いましたが今では外出時にはマスクを、というスタイルが浸透した様に感じます。また、今年の夏

はステイホームを余儀なくされた方々も多くおられると思います。8 月中旬には奈良県下でも大規模なク

ラスターが発生し、会員の皆様も COVID-19 の対応に苦慮されたのではないでしょうか。現在奈良県下で

は収束の兆しを見せておりますが、これから気温が下がり空気が乾燥すると第三波が訪れるかもしれない

という懸念もあり、まだまだ予断を許さない状況です。 

 その中で日本国内では『GO TO トラベルキャンペーン』や『GO TO EAT キャンペーン』をはじめ、少

しずつイベント開催が行われてきております。しかしこれらの参加にもマスクの着用、手洗い・消毒の励

行、三密を避けた行動（換気の悪い密閉空間・多数が集まる密集場所・間近で会話や発声をする密接場

面）が基本だと言われております。今後は、外出には一定のルールを遵守し感染症を防ぐという生活スタ

イルへと変わっていくのではないでしょうか。 

 また、我々奈良県放射線技師会も通常総会と理事会、各種委員会活動以外の事業は軒並み中止、延期と

なり会員の皆様方とお会い出来る事が叶わない日が続き、大変心苦しく思っております。ただ、会員の皆

様の安全を第一に考えた場合、事業を開催する事に対しては慎重にならざるを得ず、事業を中止・延期と

しておりました。今後の事業開催についても状況を鑑みながら、日放技や近畿各府県と連携を取り会員の

皆様には安心・安全に事業へ参加していただける様に事業の企画・検討を行なって参りたいと考えており

ます。また、事業開催に関してですが、従来はオンサイトでの事業開催でしたが、今後はオンサイトだけ

ではなく Web 開催などの方向も検討もしております。また、オンサイト開催の場合であっても、先程述べ

ましたようにマスクの着用、手洗い・消毒の励行、三密を避けた行動を遵守した方法で開催して参りたい

と思っております。 

 奈良県放射線技師会としては今後も会員の皆様にとって少しでもお役に立てる様、我々執行部一同は今

後の事業再開に備え、情報の収集や企画を続けて参りたいと思います。 

 会員の皆様におかれましては今後もお身体にはくれぐれもご自愛下さいます様お願いいたします。 

 奈良県放射線技師会の事業再開と会員の皆様との再会を願って。 
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マスクの寄付を頂きました！ 

 

この度、台湾の方々よりマスクの寄付を頂きました。使い道としては技師会事業の際のスタッフ分、

及び事業参加者でマスクを忘れた方へ使用するということを理事会にて承認しました。会員皆様への

報告と共に、感謝して有効に使用させていただく事を報告します。（報告：髙谷 英明） 

 

6月 24日（水） 

サージカルマスク 500枚 

寄付頂いた方 

蔡長書先生（慈濟科技大學） 

呉晋暉先生（慈濟科技大學） 

丁雲龍先生（台湾放射線技師） 

 

8月 3日（月） 

サージカルマスク 180枚 

寄付頂いた方 

林政勲先生 （中臺科技大學） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           ※ 三浦 玉惠 海外交流委員と頂いたマスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外交流委員会より 
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2020 年 10 月吉日 

公益社団法人 奈良県放射線技師会 

会長   髙谷 英明 

 

【お知らせ】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた  

本会事業等の対応について  

 

現在奈良県下では新型コロナウイルス感染症患者は収束の兆しを見せつつありますが、未だ予断を

許さない状況です。季節柄、今後感染者数の増加も懸念されます。そこで当会では、参加者と役員の

健康と安全を第一に考慮した結果、12 月末までの予定事業の開催を延期または中止させていただく

ことといたしました。講師の先生方、また参加を予定されていた皆様には急な変更となりご不便とご

迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

なお、今後の事業日程につきましては、日時や場所の変更、あるいは開催を断念せざるを得ないこ

とも予想されます。「3 密を避けた規模縮小による開催」ならびに「Web 環境利用による開催」など、

開催の可否を含め開催方法にも留意し、今後も慎重に検討して参ります。皆様には、開催日時が決定

次第、その都度ホームページ・鹿苑ニュース・インフォメール等で改めてお知らせいたします。何卒

ご理解ご了承のほどお願い申し上げます。 

 

医療機関で勤務されている多くの方々をはじめ、そのご家族や各関係機関の皆様に、くれぐれもご

自愛のほどお祈り申し上げます。 

 

【開催変更が決定した2020年度事業】 

フレッシャーズセミナー  6月14日（日） 奈良県社会福祉総合センター 
延期 

12月に判断 

春の福利厚生事業 ハイキング＆BBQ  6月28日（日） 未定 中止 

放射線フェスタ  8月16日（日） 近鉄百貨店橿原店 中止 

漏洩線量測定講習会  9月19日（土） 奈良県立医科大学附属病院 中止 

秋の福利厚生事業 ハイキング＆BBQ 10月 4日（日） 天理観光農園 中止 

レントゲン博士Ｘ線発見週間イベント 11月 1日（日） 西大和イオン 中止 

奈良県放射線技師会学術大会2020 11月 3日（火） 奈良県社会福祉総合センター 中止 

放射線フェスタⅡ 未 定 未 定 中止 

第 67 回近畿地域診療放射線技師会野球大会 11月23日（月） 兵庫県・浜甲子園運動公園 中止 

奈ラーニング2020 12月 4日（金） 奈良県立医科大学附属病院 中止 

県民公開講座 12月13日（日） 奈良県橿原文化会館 中止 

年末情報交換会 12月13日（日） 未 定 
延期 

開催未定 

（2020年10月15日時点） 

   ●お問い合わせ  公益社団法人 奈良県放射線技師会    naraken＠rokuen.jp 

お知らせ 



 鹿 苑 ニ ュ ー ス 2020年 10月 25日 

 

 

4 

 

 

2020年 10月吉日 

公益社団法人 奈良県放射線技師会 

会長 髙谷 英明 

 

県民の皆様へ 

県民公開講座開催中止のお知らせ 

 

 拝啓 仲秋の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は奈良県放射線技師会の

活動にご協力賜りまして誠にありがとうございます。 

この度、県民の皆様におかれましては新型コロナウイルス（COVID-19）の感染が拡大したことにより、

不安な日々を過ごされているかと存じます。私共、奈良県放射線技師会は例年、新年を迎えた頃に県民公

開講座を開催させて頂いておりましたが、昨今の新型コロナウイルス（COVID-19）の感染が拡大してい

る状況を鑑み、皆様の健康と安全を最優先に考慮した結果、やむなく今年度の県民公開講座の開催を中止

させて頂く事となりました。 

ご参加をご検討頂いていた皆様にはご迷惑をお掛けする事となり大変申し訳ございません。何卒ご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。 

今後も奈良県放射線技師会をよろしくお願い申し上げます。 

敬具

お知らせ 
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                                                                            2020 年 10月吉日 

                                                             公益社団法人 奈良県放射線技師会 

         会長  髙谷 英明 

   学術委員長  野儀 明宏 

                                       

                  奈良県放射線技師会学術大会 2020 

奈良県放射線技師会学術委員会事業  開催中止について 

 

時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。来たる 11月 3日（火）に開催予定しておりました奈良県放射線技師会学術大会 2020、およ

び今年度の学術委員会事業を、現在発生している新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況

を検討した結果、すべて中止とさせていただく事になりました。  

 

ご多忙の中、日程を調整していただきました皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解

ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

【中止事業一覧】 

・奈良県放射線技師会学術大会 2020 

・奈ラーニング 

・県民公開講座 

 

 

 

   ●お問い合わせ 公益社団法人 奈良県放射線技師会 naraken＠rokuen.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学術委員会より 



 鹿 苑 ニ ュ ー ス 2020年 10月 25日 

 

 

6 

 

安全管理委員会より 
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2020年度 第 2回定例理事会議事録（抄） 

日時：2020年 8月18日（火）19時00分～20時10分 

場所： Web 会議（新型コロナウイルス感染拡大のため  

                 Zoom による Web） 

出席理事：髙谷英明、池口俊孝、小林勝宏、竹中智士、 

     野儀明宏、北村未央、日浦之和、秋山敬純、 

     山田卓実、辻村恭平、細川倫之、玉井宏征、 

     吉田真大、高田太輔、錦一聡 

出席監事：水野吉将、髙嶋敏光 

 

会長挨拶  

 水野前会長（現監事）より新しく会長を拝命しました。

髙谷です。宜しくお願いいたします。新体制になり始め

ての理事会となります。何分、不慣れで皆様にはご迷惑

をお掛けするとは存じますが、会員の皆様の為にとって

有益な事業展開を進めていきたいと考えております。理

事・監事様にはお力添えの程、よろしくお願いいたしま

す。 

 理事会では様々な議案について活発な意見交換をお願

いしたいと存じますので理事の方々には沢山のご意見を

賜ります様お願いいたします。年初より急速に拡がった

COIVD-19は未だ終息の兆しなきままの状態です。当会

事業も年度末より中止や延期の措置を講じて世情に鑑み

ております。今後も予定を控えている事業が沢山ありま

すが開催の可否については慎重に検討を重ねて参りたい

と存じます。尚、限りある時間を有効に使うべく議案書

には充分な事前確認をお願いしたく存じます。 

 

定数確認（第30条）  

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）       ：髙谷英明会長    

議事録作成人        ：竹中智士常務理事 

議事録署名人（第32条）：水野吉将監事、髙嶋敏光監事 

 

議案（報告事項）  

1. 会長報告 

（1） 奈良県関係 

・ 奈良県庁地域医療連携課、橋本様より内閣府賞勲

局より地域総合功労に基づく栄典授与について知

事推薦者の案内がありました。しかしながら、案

内が来た日付が 6月23日で締め切りは同29日と非

常に短く設定されていたので今回は見送る事とし

ました。 

・ 同様に令和 3年春の叙勲候補者の推薦についての

依頼がありました。詳しくは表彰委員会にて報告

をお願いします。 

 

（2） 奈良県放射線技師会関係 

・  6月24日（水）21時より近畿会長会議が Webにて

開催されました。その中で近畿地域診療放射線技

師学術大会の開催について奈良県の意見として

2020年度は中止し 1年延期して開催させて欲しい

と意見を述べました。近畿の各会長には承認をえ

られましたが、正式な結果は日放技の承認を受け

て決定するとの事です（ 6月30日現在）。その

後、 7月 4日の日放技理事会にて今年度開催の中

止と来年度に延期が認められました。開催日時や

場所については委員会にて今後検討を行います。 

・  6月24日（水）台湾から丁雲龍先生より三浦玉惠

さんを通じ奈良県放射線技師会へマスク 500枚の

寄付を頂きました。マスクの使用については理事

会で話し合いたいと思います。 

・ （一財）健康づくり財団の理事及び評議員の交代

を行いました。理事は水野監事から髙谷へ、評議

員は髙谷から小林副会長です。尚、監事は松岡会

員のままです。 

・ 会長用のパソコンを購入したいと思います。歴代

会長は私物の PCを使用していましたが、情報の

漏洩や管理もありますので会長用のパソコン購入

の可否を次回理事会で提案しますので審議いただ

きたいです。 

 

（3）日本診療放射線技師会関係 

・ 11月 3日（火）基礎講習会「超音波検査」の開催

（場所：京都テルサ）を予定しているとの事で

す。奈良でも同日に学術大会を予定しておりま

す。今後状況がどう変わるかは分かりませんが、

今の所準備を進めるとの事です。 

議事録 
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・  7月23日（木）13時より新任会長会議が行われま

した。私が参加し、各新任会長が今後の日放技へ

要望などを申し伝えました。 

 

【他府県からの発刊物】 

（公社）東京都診療放射線技師会 

   東京放射線（総会特集号） 

         2020年5月号 Vol.66 No.783 

   東京放射線 2020年6月号 Vol.67 No.784 

（公社）福井県診療放射線技師会  

   会報「すいせん」 149号 2020.05.11 

（一社）栃木県診療放射線技師会  

   情報誌「あすたーと」Vol.47 

（公社）神奈川県放射線技師会  

   かながわ放射線だより「KART」Vol.73 May.2020 

（公社）福島県診療放射線技師会 会報 No.56 

（公社）石川県診療放射線技師会 会誌 第58号 

（一社）北海道放射線技師会   会報 2020年5月                  

（一社）長崎県診療放射線技師会  

   放射野 2020年総会号 No.128会報  

（公社）広島県診療放射線技師会  

   RT journal 2020 6 No.53  

（公社）福岡県診療放射線技師会誌 第344号 

（公社）福井県診療放射線技師会  

   会誌 ふぁっと 福井 法人設立40周年記念号 

 

(4) 近畿地域診療放射線技師会関係 

【発刊物】 

（公社）滋賀県放射線技師会  

   第74回総会資料 2020年 5月31日  

（一社）和歌山県放射線技師会 和放技雑誌 No.14 

（公社）京都府放射線技師会    

   京放技ニュース 5/2020 通算720号 

   京放技ニュース 6/2020 通算721号 

            令和元年度 年報 

（公社）大阪府診療放射線技師会  

   大放技会報 No.332 2020年 6月 7日 

（公社）兵庫県放射線技師会    

   HRAT 2020.6.1 Vol.80-①  

(5) 医療関連団体関係  

【他団体からの発刊物】  

（一社）奈良県医師会      

  「奈良県医師新報」May   2020 vol.820 

  「奈良県医師新報」June  2020 vol.821 

（公社）日本歯科技工士会    

  「日本歯技」5 May  2020 第611号 

  「日本歯技」6 June 2020 第612号 

  「日本歯技」7 July 2020 第613号 

千代田テクノル     

    FB News 2020 5 No.521 

   FB News 2020 6 N0.522 

   FB News 2020 7 N0.523 

（一社）奈良県臨床検査技師会   

     奈臨技 ニュース No.312 

（一社）奈良県薬剤師会 会誌 第183号 

                       会長交代の案内 

 奈良県結核予防会  

     結核・肺疾患予防のための複十字 No.392 2020.5 

 

2. 副会長の活動報告 

（池口副会長） 

公益社団法人奈良県放射線技師会  

  第 7回通常総会（通期67回）Web 開催 

                               2020年 5月30日（土） 

学術委員会 奈良県立医科大学  

臨床講義棟 第二臨床講義室      2020年 6月 2日（火） 

令和 2年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 in 奈良 

 第 1回プロジェクトミーティング Web 開催 

                               2020年 6月23日（火） 

令和 2年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 in 奈良 

  第 2回プロジェクトミーティング Web 開催  

                               2020年 7月 6日（月） 

（小林副会長） 

公益社団法人奈良県放射線技師会 

 第 7回通常総会（通期67回）Web 開催 

                               2020年 5月30日（土） 

令和 2年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 in 奈良 

 第 1回プロジェクトミーティング Web 開催 

                               2020年 6月23日（火） 

第 2回組織委員会 JCHO 大和郡山病院   3階講義室 

                               2020年 6月24日（水） 

表彰委員会 奈良県立医科大学  

議事録 
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臨床医学研究棟 臨床第会議室  2020年 7月 7日（火） 

                         

3. 常設委員会 

(1) 総務関連事項（竹中智士常務理事） 

 4月23日から 7月10日まで 

新入会員【承認事項】                             

5月13日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

72259 村田 くるみ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 

6月15日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

72404 吉川 武志   市立奈良病院 

7月 6日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

72508 村嶋 隆彦   医療法人 平成記念病院 

7月 6日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

72509 新谷 直也   近畿大学奈良病院 

7月 9日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

72529 黒川 敏明   近畿大学奈良病院 

7月10日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

72547 中島 莉奈 社会福祉法人 恩賜財団済生会奈良病院 

 

退会 

5月22日 45709 小池 理之 

6月 5日 14391 田中 公輝（死亡退会） 

6月26日 64653 重見 こずえ 

転入                                   

なし 

転出                                   

5月16日 28041 中前 光弘  大阪府診療放射線技師会へ 

5月25日 66544 稲村 優也  兵庫県放射線技師会へ 

異動  

4月30日 14391 田中 公輝 メールアドレス 

4月30日 65966 間井 良将 学歴 

5月16日 67238 金山 暁希 姓名（旧：林） 

5月16日 63431 山本 明範 自宅住所、勤務先部署名 

5月18日 66544 稲村 優也 勤務先 

医療法人新生会総合病院 高の原中央病院から 

医療法人  明和病院へ 

5月24日 63472 宮田 茂樹 勤務先 

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から 

地方独立行政法人 奈良県立病院機構  

                   奈良県西和医療センターへ 

5月26日 31388 中務 勉    自宅住所、メールアドレス       

                          入学年月日 

5月29日 38612 幸田 和章 勤務先、会誌等送付先 

5月29日 66310 大井 沙織 姓名（旧：木島） 

5月29日 51751 前川 貴史 勤務先、会誌等送付先 

  地方独立行政法人 奈良県立病院機構  

                   奈良県西和医療センターから 

  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へ 

5月29日 21719 安藤 英次 会誌等送付先 

5月29日 23274 舛田 誠一 勤務先、会誌等送付先 

   南和広域医療企業団 南奈良総合医療センターから 

   医療法人悠明会 郡山いむらクリニックへ 

5月29日 21484 才田 壽一 勤務先、メールアドレス  

                          会誌等送付先 

 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から 

 地方独立行政法人 奈良県立病院機構  

                  奈良県西和医療センターへ 

5月29日 59192 西久保 直嗣  勤務先 

         社会医療法人高清会 高井病院から 

         公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院へ 

5月31日 49682 土井本 賢史 勤務先部署名 

5月31日 62386 吉岡 亜美   勤務先 

 地方独立行政法人 奈良県立病院機構  

                  奈良県西和医療センターから 

 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へ 

6月16日 62427 柴田 佳祐 自宅住所 

6月27日 26122 岡本 俊成 メールアドレス 

6月27日 59101 髙木 充   info メール登録 

7月 2日 62276 和泉 充明 勤務先 市立奈良病院退職 

新規施設登録                               

なし 

施設情報変更                               

6月 1日 中井記念病院→ 

          医療法人社団憲仁会 中井記念病院へ名称変更 

賛助会員                                 

入会申込あり。 

団体名 富士電機株式会社   

部署名：関西支社 営業第三部 営業第一課 

議事録 
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入会可否の審議をお願いします。 

慶事・弔事                                

・慶事 

  なし 

・弔事 

  6月24日 63472 宮田 茂樹 お父様ご逝去のため弔電 

（ 6/24） 

会員数                                  

（公社）奈良県放射線技師会正会員  438名  

（ 4月28日 第 1回定例理事会時  437名） 

備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連 

奈良県会員  437名仮会員 1名 （ 7月10日現在） 

 

イベント・カウント申請、完了                       

1）申請 

   なし 

2）完了 

   なし 

その他 

【質疑】 

   なし 

 

(2) 財務関連事項（山田卓実財務担当理事） 

資料をご参照下さい。 

【質疑】 

なし 

 

(3) 学術関連事項（野儀明宏学術委員長） 

1)  奈良県放射線技師会学術大会2020について 

 開催日時：2020年11月 3日（火） 12:30～17:30 

 場  所：奈良県立医科大学附属病院 大講堂 

 テ ー マ：「奈良県の救命救急医療の現状 

                          ～今を知りどう動くか～」 

  ▶進捗状況 

・テーマ決定 

・シンポジウム 

  テーマ：救急現場におけるチーム医療の 

                                活性化に向けて 

  講師 : 基調講演 （救急救命士 田中勉） 

         教育講演 （奈良県立医科大学  

            救命救急医学教室 川井廉之） 

  シンポジスト 

     奈良県立医科大学附属病院 救急 ICU  米田 泰知  

     西奈良中央病院                     細川 倫之 

     奈良県総合医療センター             山田 卓実 

・会員研究発表演題募集要項 完成 

                 （別添：会員研究発表演題募集要項） 

・広報     （プレポスター、HP 掲載済み） 

・演題募集 （〜 8/31 : 目標12演題） 

▶今後の予定 

  9月  抄録編集会議 

 10月  大会約2週間前までに実行委員拡大会議 

▶予算（案） 

  科目 2018年度決算 本年度予算 備考 

収入 

事業対策費 ¥264,010 ¥190,000   

参加費 ¥12,000 ¥10,000   

        

計 ¥276,010 ¥200,000   

支出 

会場費  

会場使用料 
¥41,380 ¥0 不要 

会場備品費 ¥8,600 ¥0 不要 

謝金 （講師・

座長・シンポジ

スト） 

¥28,000 ¥75,000   

議事録 
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大会当日交通費                                 

（講師・理事・

学術委員・実行

委員） 

¥17,200 ¥20,000   

会議費  

（シンポジウ

ム ・抄録・拡

大） 

¥27,060 ¥30,000   

印刷費 （ポス

ター・抄録集・

名札） 

¥46,445 ¥60,000   

通信費 ー ¥10,000   

雑費 ¥2,785 ¥5,000   

消耗品費  

 （記念品） 
¥104,540 ¥0   

計 ¥276,010 ¥200,000   

 

▶方針 

 ・新型コロナウィルス （COVID-19）の感染拡大防止

を考慮して、会員情報交換会は中止 

 

○審議事項  ・学術大会2020予算案について 

       ・学会参加費区分と参加費について 

     （以下、昨年度例） 

参加費なし スタッフ、奈放技会員、演者、講

師、座長、シンポジスト、賛助会

員、学生 

会費1,000円 奈良県非会員、非賛助会員、県外参

加者（会員・非会員）、技師以外 

      ・県外座長の先生の参加費はいただかない。 

      ・講師の先生の参加費はいただかない。 

 

2) 奈ラーニング2020について 

開催日時：2020年12月 4日（金）19:00～21:00 

                  （18:30受付） 

場  所：奈良県立医科大学  臨床研究棟 大会議室 

テ ー マ：診療放射線分野における感染症対策 

 

▶予算 （案） 

  

〇審議事項 ・開催の可否 → 9月の理事会で最終決定 

 

3)  県民公開講座について 

開催日時：2020年12月13日（日） 13:30～16:45 

場  所：奈良県橿原文化会館小ホール 

テ ー マ：「乳がんの診断と予防 

           ～健康なくらしのために～」 

講師：【診療放射線技師の立場から】 

      済生会中和病院      放射線科 山下有希 

       【行政の立場から】 

    奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課がん対策係 

       【医師の立場から】 

         学研奈良乳腺クリニック   所長  山本克彦 

 

〇審議事項  ・開催の可否 

  ----→ 学術委員会では、中止で決定しています。 

         理事会にて承認を審議 

 

野儀理事：学術大会について、開催場所を奈良県社会

福祉総合センターとしていましたが、大ホ

ールが改修のため使用できませんので変更

します。奈良県立医科大学附属病院の大講

  科目 2019年度決算 本年度予算 備考 

収

入 

事業対策費 ¥50,980 ¥73,000   

参加費 ¥2,000 ¥2,000   

計 ¥52,980 ¥75,000   

支

出 

会場費 会場使用料 ¥0 ¥0 不要 

会場備品費 ¥0 ¥0 不要 

講師謝金  

 （交通費込み） 
¥40,000 ¥40,000   

交通費  

  （学術委員） 
¥7,380 ¥10,000   

会議費  ¥0 ¥0   

印刷費 （ポスター 

 抄録集・名札） 
¥5,600 ¥10,000   

通信費 ー ¥10,000   

雑費 ¥0 ¥5,000   

消耗品費  ¥0 ¥0   

計 ¥52,980 ¥75,000   

議事録 
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堂において半日開催で行います。それに伴

い予算案変更しました。キャパはクリアで

きました。開催可否の判断は 9月の理事会

で最終決定します。奈ラーニングについて

も同様に、9月の理事会で最終決定します。

県民公開講座については県民を集めなけれ

ばならないため、中止としたいです。 

【質疑】 

北村理事：半日開催であるのは昼食が無いようにするた 

          めとのことですが、何を元にそうしたのです 

     か。 

野儀理事：日放技のガイドラインです。 

北村理事：開催時間はどうなりますか。 

野儀理事：12:30～17:30となります。 

 

(4) 教育関連事項（日浦之和教育委員長） 

１）日本診療放射線技師会関連 

① 診療放射線技師基礎技術講習会  

今年度開催はなし 

② 診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー 

a. 2020年 6月14日（日）の開催を中止。 

b. 前回理事会より JART の見解を参考に改めて開催   

   日程を調整するなど等をすることが望ましい。7月   

   6日本部より「会告 新型コロナウイルス感染症 

    拡大防止に向けた本会主催の講習会などの対応方  

    針について」、7月付で「会場型講習会開催ガイド    

    ライン」が出され、これらを順守して年度内の開  

    催を検討する。 

 

奈良県の状況が変わってきて開催が危うい 

 

関連資料 

教育資料 1)  新型コロナウイルス感染症拡大防止に 

             向けた本会主催の講習会などの対応方 

             針について 20200706 

教育資料 2)  会場型講習会開催ガイドライン 

       （新型コロナウイルス感染対策） 

（地域理事① 講習会等会開催ガイドライン                            

                 （教育併用）） 

教育資料 3)  本部・地方の事業開催予定 

             （本部 HP より引用） 

 ２）奈良県放射線技師関連 

③ 漏洩線量測定講習会 

  開催が必須であれば、上記の診療放射線技師のた 

  めのフレッシャーズセミナー同様に年度内の開催 

  を検討する。 

 

【質疑】 

北村理事：ホームページ上は10月末までの本会の行事は

延期または中止となっています。年間行事予

定表で漏洩線量測定講習会がその期間に含ま

れていますが、ホームページには延期、開催

未定と掲載していますことをお知らせしてお

きます。 

日浦理事：現状では開催が難しいと考えています。次回 

          理事会で中止の提案をする予定でいますので

それで結構です。 

 

(5) 広報関連事項（秋山敬純広報委員長） 

 6月 3日前任の菊谷元理事より引き継ぎ 

1) 水野前会長退任、高谷新会長就任および新理事就任

の挨拶状を作成・郵送 

奈良県内各施設、各都道府県、関連団体、賛助会員

行政書士、司法書士、顧問税理士 

           計 173通 発送済 （6月16日） 

2) 奈良県放射線技師会在籍20年表彰者、表彰状 7通 

                           発送済 （6月16日） 

3) 鹿苑ニュース274号発行について 

・9月初旬発行予定  原稿 8月20日締め切り 

内 容 

巻頭言  

  学術関係 奈良県放射線技師会学術大会2020・案内    

        ポスター等     

   組織関係 放射線フェスタ・参加記・報告等      

   教育関係 フレッシャーズセミナー・漏洩線量測定 

        案内等 

   安全管理 案内等 

  2020年度 第 2回定例理事会議事録掲載 

  その他 

 

【質疑】 

秋山理事：イベント等が中止となっており、掲載記事  

議事録 
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            が少ないため鹿苑ニュースの発刊を遅ら  

            せたいのですが、いかがでしょうか。 

髙谷会長  ： 9月の理事会が終わってからまとめて出  

            してはいかがでしょうか。 

髙嶋監事  ：鹿苑ニュースは年に 6回発刊することが  

            決まっているが、時期については決まっ  

            ていないので、遅らせることは問題ない 

            です。 

秋山理事  ： 6回出せるようにします。 

髙嶋監事  ：記事が少ないとのことですが、会員から 

            コロナ禍での過ごし方等の投稿を募集し 

            てみるというのもよいのではないでしょ 

            うか。 

北村理事  ：コラムや病院での取り組みなどの記事の 

            準備をしておきます。 

小林副会長：掲載する内容は理事会の承認が必要ない  

            ですか。 

髙谷会長  ：掲載する記事の内容については広報委員 

            会でまとめてもらい、秋山理事から報告 

            していただき、理事から承認をとればよ 

            いです。 

北村理事  ：投稿する記事について原稿料は出せるの 

            ですか。 

髙谷会長  ：今まで鹿苑ニュースの記事に関して原稿 

            料を出したことはありませんし、鹿苑ニ 

            ュースにそぐわないと思います。規定が 

            ありませんので、原稿料を出すことは難 

            しいです。 

秋山理事  ：野儀理事にお伺いします。上田外部委員 

            より鹿苑ニュースに学術大会のポスター 

            を挟む依頼がありましたが、一旦白紙に 

            するということでよいですか。 

野儀理事  ：白紙でよいです。また学術委員会で審議 

            します。 

北村理事  ：学術大会の広報はホームページに掲載し 

            ますか。 

野儀理事  ：ホームページには掲載してください。 

 

〇審議事項 

 鹿苑ニュースの発刊を延期すること。 

 

（6） ホームページ関連事項（北村未央委員長） 

   秋山前ホームページ委員長より 

   奈良県放射線技師会レンタルサーバー・ドメイン名の 

   変更について 

1） 奈良県放射線技師会のレンタルサーバー契約会社 

    について （2020年6月30日契約満了） 

・株式会社 IDC フロンティアが提供する Zenlogic と 

  契約（ソフトバンクグループの企業） 

・10年以上前に契約されたサーバーであり、選択肢が増 

  えた現在に即さない 

・見直す時期ではあると考える 

「問題点」 

・非常に高価 （昨年度の契約）  合計 年間 \69,163                          

メールアカウント ドメイン名（@rokuen.or.jp） 

更新料 年間 \7,344- （税込）       

  サーバーレンタル料（1000GB メモリ 2GB ） 

   年間 \69,993（税込）→割引後 \61,819（税込）  

・メンテナンス、障害復旧が頻繁に行われる。 

（メンテナンス）1月6回、2月7回、3月5回、4月5回 

（障害復旧）    1月5回、2月4回、3月0回、4月1回 

・ディスク使用量が低すぎる（Fig.1） 

・メールトラブルが多い（送受信出来ない時がある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Fig.1）5/1時点 

 

 

2）解決方法の提案 

  ・契約内容の変更  50GB  \ 15,600 

  80GB  \ 27,000 

1000GB  \ 35,640（メモリ 1GB） 

  当技師会に最適なプランがない 

  ・メールアカウントおよびドメイン名、レンタルサ 

  ーバーの解約 

3）5月9日ドメイン、レンタルサーバーの解約・新規

議事録 
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契約の提案を行い、理事会の承認を得たため、変

更の手続きを行った（ 5月19日） 

 ・メールアカウントおよびドメイン名の変更、 

   新規契約 @rokuen.jp  年間 \2,418 （税込）  

 ・レンタルサーバーの新規契約 

    「ロリポップ！」120GB  年間 \8,415 （税込） 

                      計  年間 \10,833（税込） 

4）6月30日、旧サーバーの解約を行った 

 

ホームページ掲載内容 

2020年 4月29日 COVID-19陽性患者の CT 撮影時の感染 

               対策例の紹介 

2020年 5月 3日 新型コロナウイルス感染症拡大防止に 

               向けた本会事業などの対応について   

2020年 5月 3日 第七回通常総会について 

2020年 5月17日 第七回通常総会議案書、季刊誌「鹿苑」 

               発送遅延について（お詫び） 

2020年 5月24日 新型コロナウイルス感染症拡大防止に 

               向けた本会事業などの対応について 

2020年 6月13日 求人情報 

2020年 6月22日 奈良県放射線技師会学術大会2020ご案内 

2020年 6月22日 第七回（通期第67回）通常総会（Web） 

以上、掲載しました。（秋山 前ホームページ委員長） 

2020年 6月25日 北村 新ホームページ委員長に引き継ぎ 

                              （市立奈良病院にて） 

➢ 北村ホームページ委員長より 

引き継ぎ後、実働なし（ 7月10日時点） 

別添資料：ホームページのリニューアルに関する企画書 

        （骨子） 

参考資料：業務改善提案書「ホームページの充実化に 

          ついて」 

（H29年度第6回定例理事会にて提出分） 

北村理事：以前から提案させていただいていたように、

ホームページの内容の見直しを考えています。

構想は資料をご覧ください。詳細な説明は割

愛します。   

           8月中に委員会を開催し、始動したらまたご

報告します。 

【質疑】 

なし 

 

(7)  福利厚生関連事項（玉井宏征福利厚生委員長） 

1) 2020年度厚生事業について 

1. 春の福利厚生事業 

コロナの影響により中止 

2. 秋の厚生事業：2020年10月 4日（日） 

                  ハイキング＆BBQ 大会を開催予定 

「ハイキング・バーベキュー大会」 

・会 場：天理観光農園 

     天理市園原町183 TEL：0743-66-1663 

・会 費：会員・会員家族 \3,000、非会員 \3,500 

小学生以下 \1,000（3歳までは無料） 

ただし、予約状況やコロナの影響で会場の変更また 

は中止の可能性もあります 

3. 第67回近畿地域診療放射線技師会野球大会 

                   （滋賀県） 

11月23日（月）、兵庫県・浜甲子園運動公園にて 

 

2)  福利厚生事業予算案について 

科目 2020 年 度 

予算額 

備考 2019 年 度

決算額 

 170,000   

事業項目    

1．春の福利 

     厚生事業 

「ボウリング大

会＆懇親会」 

20,000 会場利用

費補助 

23,754 

（会場利用

費補助） 

2．第67回近畿

地域診療放射

線技師会野球

大会 

   （滋賀県） 

100,000 参加費・

交通費等 

2019 年 度

中止のた

め 

平成 30年

参考 

各県負担金

40,000、 

交通費

38,000、 

弁当代

19,000 

3．秋の福利 

    厚生事業  

「ハイキング＆

BBQ 大会」 

30,000 会場利用

費補助 

20,855 

（会場利用

費補助） 

 

議事録 
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4．年末情報 

      交換会  

20,000 会場利用

費補助 

2019 年 度

決算額0の

ため平成

30年参考 

20,437 

 

3)  年末情報交換会の開催日について 

 ・公開講座後の2020年12月13日（日）に行う予定。 

 ・2019年の参加者が例年に比べて少なかったが、公開講 

   座後に行う。 

 

【質疑】 

玉井理事：年末情報交換会の開催については県民公開

講座の開催が決まってから、判断すればよ

いですか。 

髙谷会長： 9月の理事会で提案していただいて、そこ

で開催可否を審議すればよいです。 

秋山理事：野球大会はどうなりますか。 

髙谷会長：まだはっきり決まっていません。9月 5日に

近畿の会長副会長会議があり、そこで審議

します。 

髙嶋監事：その通りです。 

 

(8)  安全管理関連事項（北村未央安全管理委員長） 

実働なし（ 7月10日時点） 

別添資料：安全管理委員会新設に関する提案書・ 

企画書（骨子） 

 

北村理事：新設の委員会です。教育委員会所管の危機

管理＝放射線管理士・原子力災害関連、組

織委員会所管の医療安全と災害時の被災状

況報告、これらの活動が不透明で体制がで

きていないことを改善するのが目的です。

資料は構想段階で、2期くらいで奈良モデル

のという形にしたいと考えています。8月中

に委員会を開催し、始動したらまたご報告

します。 

【質疑】 

日浦理事：委員会の設立する手続きはどうなっていま

すか？理事会の承認はいらないのですか。 

髙谷会長：役員の改選に合わせて、必要のため作りま 

          した。 

髙嶋監事：県に提出する事業計画として入っているの 

     で問題ありません。定款33条に基づき理事

会の承認を受けています。 

 

（9） 組織関連事項（辻村恭平組織委員長） 

1)  開催報告 

2020年度第 2回 組織委員会 

（第 1回組織委員会は 4月に予定していたが、 

                           COVID-19により中止） 

開催日時：2020年 6月24日（水）19時～ 

開催場所：JCHO 大和郡山病院 3階講義室 

委 員 長   辻村恭平 

担当副会長  小林勝宏 

委   員   錦一聡、吉田真大、高田太輔、細川倫之 

外部委託委員 髙谷道和、山口長志郎、完田俊介 

 

議案１．放射線フェスタ  

開催日時 ：2020年 8月16日（日）10：00～15：00  

           （開催の許可は出ていない状況） 

開催場所 ：近鉄百貨店橿原店 1F メビウスホール 

延期・中止を考慮しても、奈良県に認可を得ているも

のなので、会長から奈良県に意向を伺わないと決定で

きない状況である。水野前会長から5月に奈良県に公

益事業を提出している状況。（日時：場所：内容） 

また、他府県との足並みを揃える必要があるため、髙 

谷会長が確認される。 

屋内では、COVID-19による対策が困難。（会場の席数

半分の参加者・検温・マスク着用の徹底・手指消毒等）

近鉄から開催の許可が出ても開催条件をつけられる可

能性がある。 

屋外も検討の余地ありとする。候補として近鉄橿原神

宮前広場。橿原文化会館前駐車場。屋外の場合、骨密

度測定は、電源設備の都合で実施できない可能性があ

る。 

事業目的  ：県民に向けての健康増進及びがん検診 

            受診率向上の一助となるような情報提供 

事業内容  ：骨密度測定・放射線知識の普及・啓発・ 

            検査画像紹介 等 

被ばく相談：小林副会長 謝金なし 

詳 細    ：後援名義使用申請承認：奈良県 橿原市 

議事録 
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              辻村委員長から橿原市に確認する。 

その他  ： 8月の放射線フェスタは、中止になりまし 

            た。 

 

議案２．懇話会について 

 前年度懇話会第 1回目は 6月だったが、COVID-19に

より中止とした。開催をどうするか他府県との足並みを

揃える必要があるため、髙谷会長が確認される。例年通

りなら、地区ごとの年 4回を計画していたが、南・東地

区と北・西地区の 2回開催とする。 

開催日時：未定 

開催するならば、第 1回目は 9月を予定していたが、

10月以降と考え、準備を進める方向とする。ただし、

世情を見ながらなので、中止も考えられる。 

開催場所：未定 

 元組織委員会菊谷理事よりエーザイの協力のもと Web 

 開催はどうか？ 

 開催は容易になり、参加しやすくなるが、ディスカッ 

 ションをどうするか。 

 小さい規模で開催しつつ、その内容を配信するのはど 

 うか？ 

例年通りなら、病院のホールや会議室を拝借していた

が、今年は COVID-19対策（収容人数が参加者数の倍

必要）のため、有料の公共施設も検討する。有料とす

ると予算は出せるのか山田理事に確認する。各地区担

当者で開催候補を絞る。    

参考：100～150人規模の会場 

集まって開催する場合、事前登録制・検温確認・消毒

準備等 COVID-19対策を徹底する必要あり。消毒は技

師会で準備する。 

開催内容： 未定 

（仮題名：COVID-19疑い患者の検査時注意事項 自

施設の事前準備はどうですか） 

医療被曝・管理元年 Ⅲ ～自部署における取組み  

   進歩状況～ 2回開催で片方ずつ行う。 

1部 各施設の発表 

2部 フリーディスカッション 

 

 議案３．放射線フェスタⅡ 

フェスタ１と同様奈良県の認可が必要 

開催日時： 未定 

開催場所： 橿原近鉄百貨店 橿原近鉄と橿原市の確認 

         が必要となる。 

開催内容：① X 線を用いたがん検診の紹介と受診率 

             向上に向けた啓発 

     ② X 線検査の紹介    

   案   ： 有料で骨密測定器を借りる。放射線技師の仕 

          事の広報を行う。 

 

議案４．その他 

会長交代によるタペストリーの問題 

次回 第 3回組織委員会 2020年 8月19日（水） 

JCHO 大和郡山病院 3階講義室 19時～  

Web 開催の可能性あり。 

組織委員会は中止となりました。 

【質疑】 

辻村理事： 8月の放射線フェスタについては、近鉄百 

          貨店橿原店から許可が下りなかったため中 

          止になりました。 

髙谷会長：10月の放射線フェスタについてはどうです 

          か。 

辻村理事：近鉄百貨店橿原店からまだ返事をいただい 

          ておりません。これから確認します。現状 

          では保留です。 

髙谷会長：懇話会についてはどうですか。 

辻村理事：10月以降と考えています。具体的にはまだ 

          決まっておりません。 

 

4. 特別委員会 

（1） 創立70周年記念事業（池口俊孝委員長） 

報告事項なし。 

 

（2） 近畿地域診療放射線技師会学術大会㏌奈良 

                   （北村未央委員長） 

開催日時 ：2021年 2月14日（日）9：00～ 

開催場所 ：奈良県産業会館 

テーマ   ：繋ぐ 

別添資料 ：2020年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 

              in 奈良 開催素案（2020. 2時点） 

          ※京都大会 会長副会長会議へ提出分 

➢ プロジェクトメンバー 

上野 巌     柏井クリニック 

議事録 
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中野 知己   奈良県立医科大学附属病院 

完田 俊介             〃 

黄   博傑             〃 

中村 道宏   市立奈良病院 

前原 健吾        〃 

川﨑 祐樹   国保中央病院 

古川 卓也   近畿大学奈良病院 

三阪 知史         〃 

髙谷 道和   JCHO 大和郡山病院 

 

髙谷 英明   大会長 

池口 俊孝   副大会長 

小林 勝宏   副大会長 

北村 未央   大会実行委員長 

➢ 経過報告 

5月中旬  内諾済みのメンバーに連絡 

6月23日  令和 2年度近畿地域診療放射線技師会学術大会  

         第 1回プロジェクトミーティング＠teams 

         今年度の開催は社会情勢の不透明性により、 

         中止・順延が妥当と合意 

6月24日  近畿地域会長会議＠web 

         髙谷会長より奈良県の意向を打診 

         近畿地域会長合意、次年度滋賀県了承 

7月 4日  JART 臨時理事会＠web 

         髙嶋地域理事より上申、承認 

7月 6日  令和 2年度近畿地域診療放射線技師会学術大会  

         第 2回プロジェクトミーティング＠teams 

         中止・順延の決定につき今後のプロジェクトの 

         進め方、任期等について確認 

 

➢ 今後の予定 

・会場、会議室、ホテルのキャンセル／確保 

・リスケジュール 

 

➢ 方針 

・プロジェクト、定例プロジェクトミーティングの継続 

・プログラムの早期決定による冗費節減 

・企業へのアンケート調査 

・社会情勢によらず、対面での会議は行わない 

 

 

➢ 諸経費（ 2月 7日時点） 

◼ 審議事項 

・会計の計上方法について 

・日放技の予算について 

【質疑】 

髙谷会長：会計はどのようになりますか。 

山田理事：JART からのものとプロジェクトでかかるもの 

          は別会計になると思います。前もってかかるも 

          のは JART の助成金が下りてくるまでは、奈良 

          県で立て替えになります。 

北村理事：現状のやり方で掛かったものはその都度中間報 

          告とし、奈放技から一旦払い出しをお願いしま 

          す。最終的な事業決算報告としては事後に行い 

          ますが、それまで年をまたぐことになります 

          が、当会の会計としてはそれでよいですか。 

山田理事：来年度 JART から下りてきますが、何について 

          かかったのかという紐づけができればよいと思 

          います。立て替えている状態であれば計上して 

          いただいてもよいと思います。 

髙嶋監事：JART から下りてくるまでは各県でもっていま 

          す。理事会で承認していただいたらよいです。 

北村理事：最終的にこの事業に紐づけられればよいとい 

          うことですか。 

山田理事：委員長が把握しておいて最終で出していただい 

          たらよいです。 

（3） その他 

なし 

 

5. 常置委員会 

（1） 定款改正等委員会（水野吉将委員長） 

  現在、2022年度の定款改正に向けて資料を整理し 

  作成しています。 

  科目 本年度予算 本年度決算 備考 

収

入 

事業対策費   ¥13,870   

計 ¥0 ¥13,870   

 

 

支

出 

プリントパック   ¥2,870   

南都銀行  

  振込手数料 

  ¥330   

PIXTA 写真・ 

  動画素材 

  ¥10,670   

計 ¥0 ¥13,870   

議事録 
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準備が整い次第、委員で検討して理事会に報告

します。 

【質疑】 

髙谷会長：今まで進んでいなかったことですので、タイ 

          ムスケジュールを組んで進めてください。 

 

(2) 表彰委員会（小林勝宏委員長） 

1) 開催報告 

  2020年度第1回表彰委員会 

  開催日：2020年 7月 7日（火）18：30～20：30  

  場 所：奈良県立医科大学附属病院 臨床大会議室    

  出席者：河村吉章、上野山文男、髙谷英明、 

          髙嶋敏光、水野吉将、小林勝宏 

2) 読売医療功労者表彰候補者の推薦および、退会者 

   の表彰推薦について 

【質疑】 

小林副会長：今まで表彰委員会から読売医療功労者表彰の 

            候補者を選出していたが、今後理事会からも 

            資料をご覧いただき候補者に心当たりがあれ 

            ば推薦していただきたいです。また、表彰推 

            薦者に、今まで当会に功績のあった方ですで 

            に退会されている方も候補者として推薦して 

            もよいか、ご意見をいただきたいです。 

髙谷会長  ：読売医療厚労賞について再度連絡がありま 

            した。 9月28日までに今年度の候補者があり 

            ましたら推薦お願いしますとのことでした。 

小林副会長：資料をご覧いただいて、該当者があればご 

            推薦していただけますか。 9月は難しいか 

            と思いますが。 

 

(3)海外交流委員会（池口俊孝委員長） 

   報告事項なし。 

 

  

6. 審議事項 

（１） 賛助会員の入会承認について      

            保留【 】反対【 】賛成【15】 

（２） 学術大会の予算案の承認について     

             保留【 】反対【 】賛成【15】 

（３） 学術大会の参加者区分と参加費について  

             保留【 】反対【 】賛成【15】 

（４） 県民公開講座開催の中止について     

             保留【 】反対【 】賛成【15】 

（５） 秋の厚生事業開催の中止について     

             保留【 】反対【 】賛成【15】 

（６） 鹿苑ニュースの発行延期について    

            保留【 】反対【 】賛成【15】 

（７） 2020年度第 2回定例理事会における報告および

審議事項等についての承認 

                    保留【 】反対【 】賛成【15】 

7. 経過事項 

健康づくり財団 第15回通常理事会 奈良県医師会館     

                               2020年 6月 2日（火） 

学術委員会 奈良県立医科大学  

  臨床講義棟 第二臨床講義室    2020年 6月 2日（火） 

第81回 公益社団法人 日本診療放射線技師会  

  定時総会（Web 開催）         2020年 6月 6日（土） 

健康づくり財団 第 8回定時評議会 健康づくりセンター    

                               2020年 6月23日（火） 

第 2回組織委員会 JCHO 大和郡山病院 3階講義室                          

                               2020年 6月24日（水） 

近畿会長会議 Teams（Web 開催）2020年 6月24日（水） 

表彰委員会 奈良県立医科大学  

  臨床医学研究棟 臨床大会議室  2020年 7月 7日（火） 

8. 今後の予定 

（公社）奈良県放射線技師会学術大会2020  

  奈良県社会福祉総合センター   2020年11月 3日（火） 

第 67 回近畿地域診療放射線技師会野球大会（滋賀県） 

  兵庫県・浜甲子園運動公園     2020年11月23日（月）          

奈ラーニング 奈良県立医科大学 臨床研究棟大会議室 

                               2020年12月 4日（金） 

2020年度県民公開講座 橿原文化会館             

                2020年12月13日（日） 

年末情報交換会         2020年12月13日（日）                    

 

9. 次回理事会について（2020年度第 3回定例理事会） 

2020年 9月15日（火）19時00分～ 

場所 奈良県立医科大学 第一臨床講義室 

※尚、COVID-19の影響により Web 開催の可能性もある。 

 

以上 
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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 8月18日（火） 

議長    会長（代表理事） 髙谷 英明    印 

 

議事録署名人          髙嶋 敏光   印  

                           水野 吉将   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度 第 3回定例理事会議議事録（抄） 

日時：2020年 9月15日(火)19時00分～21時30分 

場所：奈良県立医科大学 教養教育棟 第一講義室 

出席理事：髙谷英明、池口俊孝、小林勝宏、竹中智士、 

     野儀明宏、北村未央、日浦之和、秋山敬純、 

     山田卓実、辻村恭平、細川倫之、玉井宏征、 

     吉田真大、高田太輔、錦一聡 

出席監事：水野吉将、髙嶋敏光 

 

会長挨拶  

 遅くなりましたが、 8月20日(木)に無事登記が完了し

書類も完成しました。県担当及び奥谷司法書士様との調

整を何度も行っていただきました水野監事様には多大な

るご足労とご心労をおかけしました事をこの場をお借り

しお礼申し上げます。今後とも何卒宜しくお願い申し上

げます。COVID-19は一旦収束の兆しを見せたものの再

び感染者が全国で拡がり第二波を迎えました。我々奈良

県放射線技師会としても事業やイベント開催を10月末ま

で中止や延期としましたが未だ先の見通しが立たない状

況です。当会事業も年度末より中止や延期の措置を講じ

て世情に鑑みております。今後も予定を控えている事業

が沢山ありますが開催の可否については慎重に検討を重

ねて参りたいと存じます。尚、限りある時間を有効に使

うべく議案書には充分な事前確認をお願いしたく存じま

す。 

 

定数確認(第30条)  

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)        ：髙谷英明会長     

議事録作成人        ：竹中智士常務理事 

議事録署名人(第32条)：水野吉将監事、髙嶋敏光監事 

 

 議案(報告事項)  

1.会長報告 

(1) 奈良県関係 

   叙勲申請については県から要請された書類を 9月 5日 

   (土)に全て提出を終え、書類審査を待つ状況となって 

   います。 

議事録 
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(2) 奈良県放射線技師会関係 

① 健康づくり財団に事務所をお借りしていますが作 

   成した資料(ニュース鹿苑や議案書など)が送られ 

   ていないと報告を受けましたので資料を送ってい 

   ない状態であれば事務所宛へ資料を送付願いたい 

   です。 

② 健康づくりセンターにある技師会専用電話(ISDN)    

   の回線工事を光回線への移行を検討してほしいと 

   の連絡がありました。方法としては健康づくりセ 

   ンターの電話回線工事に合わす方法と技師会から 

   NTT へ依頼する方法がありますが健康づくりセン 

   ターの建物での使用の為、同時期に依頼する事が 

   一番良いと思われます。この工事の承認をお願い 

   します。 

髙谷会長：電話自体は掛かってくると、水野監事に転送

しています。固定電話を PHS や携帯電話に変

更するという方法も考えられます。 

山田理事：登記の変更が必要になります。 

髙嶋監事：県に携帯電話でもよいか確認が必要です。 

髙谷会長：県に確認し、携帯電話でもよいということに

なれば、固定電話の工事をやめますので今回

の審議事項から外します。 

③ 前回理事会でお話しさせていただいた会長用のパ 

   ソコン購入を要望します。理由としては会務デー 

   タの集約と管理、使用を会務のみに限定する事で 

   セキュリティの更なる担保です。見積書を添付し 

   ますので審議をお願いいたします。 

   尚、セキュリティソフトと OS は別途購入としてお 

   ります。 

髙谷会長：事前見積もりは取り辛いので添付できており 

          ませんが、10万円以下で妥当なものを購入し 

          たいので審議お願いします。 

 ④ 台湾からいただいたマスクの使用方法について  

    の提案 

  今後奈良県放射線技師会で行われる事業について  

  参加する方に対しての使用を提案したいと思いま 

  す(参加スタッフや参加者でマスクを忘れた方へ 

  使用する等)ので後ほど審議頂きたいと思います。 

 

その他 担当理事より報告 

 

(3) 日本診療放射線技師会関係 

① アンケートの協力依頼があり、年間で予定してい 

   るとの事。いつも回答が少なくなっているので理 

   事は参加し回答する様にお願いします。アンケー 

   トの内容は何れも従来より短時間で完了するもの 

   だと聞いておりますので理事の方はご協力お願い 

   します。また、多くの会員施設からもお願いした 

   いのでインフォメールの活用も検討したいと思い 

   ます。 

②  9月 5日(土)第 1回近畿地域診療放射線技師会 

   会長・副会長会議及び教育委員会が大阪府診療放 

   射線技師会事務所(ハイブリッド方式)で開催され 

   当会より髙谷、池口、小林、日浦の4名がそれぞれ 

   の会議に参加しました。直近の予定では11月に予 

   定されていた野球大会は中止と決定しました。近 

   畿各地の事業予定は中止や延期という所もありま   

   すが Web 開催を行うといった対応を進めている所 

   もあり、今後の事業展開についての参考になりま 

   した。 

 

【他府県からの発刊物】 

(公社)東京都診療放射線技師会  

    東京放射線  2020年7・8月号 Vol.67 No.785 

  東京放射線  2020年   9月号 Vol.67 No.786 

(公社)神奈川県放射線技師会  

    かながわ放射線だより「KART」Vol.73 No.2Jul.2020 

(公社)埼玉県診療放射線技師会 埼玉放射線 第261号 

(公社)静岡県放射線技師会  

    しずおかジャーナル Vol.30 No.1 2020 

(公社)福島県診療放射線技師会  

    福島放技ニュース No.177 

(公社)秋田県診療放射線技師会  

    秋放技ニュース LATITUDE 40N  通巻68 

(一社)北海道放射線技師会 会報 2020年 9月  

 

【近畿地域診療放射線技師会関係】 

(公社)大阪府診療放射線技師会 大放技会報 No.333 

(公社)京都府放射線技師会    

    京放技ニュース 8/2020 通算723号 

    京放技ニュース 9/2020 通算724号 
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【他団体からの発刊物】  

(社)奈良県結核予防会  

     機関紙『複十字』No.393・『健康の輪』No.129 

清恵会第二医療専門学院放射線科同窓会 

    世代 -SeDaI- 会報第21号 

(一社)奈良県医師会「奈良県医師新報」May 2020vol.822 

(一社)奈良県臨床検査技師会   

     奈臨技 ニュース No.313 

     奈臨技 ニュース No.315 

(一社)奈良県薬剤師会       会誌 第184号 

(一社)奈良県歯科衛生士会  会誌 No.52 

(公社)日本歯科技工士会    

   「日本歯技」8 August.    2020 第614号 

  「日本歯技」9 September. 2020 第615号 

千代田テクノル     FB News 2020 8 No.524 

            FB News 2020 9 No.525 

 

2.副会長の活動報告 

(池口副会長) 

第 3回学術委員会奈良県立医科大学 

     教養教育棟第一講義室        2020年 8月 4日(火) 

第 4回学術委員会(Web 開催)      2020年 8月26日(火)              

令和 3年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 in 奈良 

  第 3回プロジェクトミーティング(Web 開催)                                

                                2020年 8月31日(月) 

令和 2年度第 1回近畿地域教育委員会会議・会長副会長 

  会議(Hybrid 開催) 

公益社団法人 大阪府診療放射線技師会事務所(Web 参加)         

                                 2020年 9月 5日(土) 

 (小林副会長) 

第 3回組織委員会(Web 会議)       2020年 9月 2日(水)                       

令和 2年度 第1回近畿地域教育委員会会議・会長副会長  

  会議(Hybrid 開催) 

公益社団法人 大阪府診療放射線技師会事務所(Web 参加)         

                                 2020年 9月 5日(土) 

 

3.常設委員会 

(1)総務関連事項(竹中智士常務理事) 

 7月11日から 9月10日まで 

新入会員【承認事項】  

 7月15日・・・否決(0)保留(0)賛成(15)事前承認 

72563 辰巳 隼  医療法人鴻池会 秋津鴻池病院 

7月20日・・・否決(0)保留(0)賛成(15)事前承認 

72580 黄 博傑 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 

退会 

なし                            

転入 

なし                                   

転出 

なし                                   

異動  

 9月 4日 60365 竹中 智士 自宅住所 

 9月 4日 57092 後藤 雅美 姓名(旧：村岡) 

新規施設登録   

なし                             

施設情報変更   

なし                             

賛助会員  

なし                                

慶事・弔事                                

・慶事 

 9月 9日 57092 後藤 雅美 (旧：村岡)ご結婚のため 

 祝電(9/20予定) 

・弔事 

 8月 6日 26986 吉村 正徳 お母様ご逝去のため弔電 

                                             (8/6) 

会員数                                  

(公社)奈良県放射線技師会正会員    441名  

(7月10日 第 2回定例理事会時     439名) 

備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連 

奈良県会員   440名 仮会員  0名 ( 9月10日現在) 

イベント・カウント申請、完了                       

なし 

その他 

終身会員について 

21316 錦 成郎 終身会員の申込があり、会費納入規程

第 6条第 1項に係る 50,000円を納入済みです。 

審議をお願いいたします。 

【質疑】 

なし 
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(2)財務関連事項(山田卓実財務担当理事) 

 資料をご参照下さい。 

 

【質疑】 

北村理事：予算執行率は大丈夫ですか。 

山田理事：全然執行できていません。 

北村理事：年度末に対応しなければならない状況になら

ないように、県に確認して慎重に進めた方が

よいと思います。 

山田理事：新型コロナウイルスが出始めた当初、県に確

認したところ、何らかの処置は行うと言って

いました。具体的なことは決まっていません

でした。 

髙谷会長：私も県に確認をしました。当初どこの団体も

クリアできないだろうと言っていました。そ

れは仕方がないので、理由を事業計画書に記

載しておいてくださいと言っていました。も

う一度確認します。 

北村理事：会費を減額するなどで、会員に何らかの形で

還元できるよう、県に確認しながら検討を下

半期で進めていかなければならないと思いま

す。 

髙谷会長：会費については定款で定められているので、 

          簡単には変えられません。 

北村理事：マスク等の現物支給で還元することはできま 

          すか。 

山田理事：物で還元することはできません。 

髙谷会長：研修会の参加費を無料にするなどはできると 

          思います。 

 

(3) 学術関連事項(野儀明宏学術委員長) 

① 奈良県放射線技師会学術大会2020について 

 開催日時：2020年11月 3日(火) 12:30～17:30 

 場  所：奈良県立医科大学 大講堂 

 テ ー マ：「奈良県の救命救急医療の現状 

                           ～今を知りどう動くか～」 

〇審議事項  ・開催の可否 

   学術委員会では，中止で決定しています。 

     理事会にて承認を審議 

  今年度の学術大会テーマを、次年度に引き継ぐことで 

  学術委員会にて決定。 

 

② 奈ラーニング2020について 

 開催日時：2020年12月 4日(金) 

                          19:00～21:00(18:30受付) 

 場  所：奈良県立医科大学  臨床研究棟 大会議室 

 テ ー マ：診療放射線分野における感染症対策  

〇審議事項  ・開催の可否 

   学術委員会では，中止で決定しています。 

     理事会にて承認を審議 

 今年度の奈ラーニングテーマを、次年度に引き継ぐこ 

  とで学術委員会にて決定。 

 

③ 県民公開講座について 

開催日時：2020年12月13日(日) 13:30～16:45 

 場  所：奈良県橿原文化会館小ホール 

 テ ー マ：「乳がんの診断と予防 

                         ～健康なくらしのために～」 

 講  師：【診療放射線技師の立場から】 

                済生会中和病院 放射線科 山下有希 

      【行政の立場から】 

    奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課がん対策係 

      【医師の立場から】 

          学研奈良乳腺クリニック 所長  山本克彦 

○前回理事会で中止決定しています。 
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今年度の県民公開講座テーマを、次年度に引き継ぐこと

で学術委員会にて決定。 

【質疑】 

なし 

 

(4) 教育関連事項(日浦之和教育委員長) 

 ① 日本診療放射線技師会関連 

    診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーに 

    ついて開催の是非は検討中。9月5日の近畿地域教育 

    委員会において京都が Web 開催するとのことで、開 

    催後に情報共有いただける。これに COVID-19の状 

    況をふまえて2020年12月で最終判断したいと考えて 

    いる。 

 

② 奈良県放射線技師会関連 

   2020年度漏洩線量測定講習会の開催中止を提案する。 

 

○審議事項：2020年度漏洩線量測定講習会の開催中止に 

            ついて 

【質疑】 

なし 

 

(5) 広報関連事項(秋山敬純広報委員長) 

    鹿苑ニュース275号発行について 

  ・10月中～下旬発行予定(11月 3日学術大会(予定)ま 

 でに間に合うように) 原稿 10月 5日締め切り 

 内容 

 巻頭言、学術関係、奈良県放射線技師会学術大会 

 2020・案内・ポスター等、組織関係、放射線フェス  

 タ・各地区懇話会等、教育関係、フレッシャーズセ 

 ミナー・漏洩線量測定講習会・案内等、福利厚生、    

 秋の福利厚生事業・野球大会開催・案内等、安全管 

 理 案内等、ホームページ 案内等、2020年度第 

 2・3回定例理事会議事録掲載、その他、(事業の開 

 催中止の場合、各委員長には案内など文書の作成) 

〇審議事項 

原稿の締め切りを10月 5日とするのは可能ですか。 

【質疑】 

小林副会長：今、何ページ分の原稿案があるのですか。 

秋山理事  ：巻頭言１枚、事業の中止の案内１枚、議事 

            録5、6枚です。 

髙谷会長：各委員会から何か書いてもらうのはどうです 

     か。 

秋山理事：今回に関しては時間があまりありませんので、 

          次回から何か考えたいと思います。 

 

(6) ホームページ関連事項(北村未央委員長) 

アップロード・修正・設定 等 

7月13日 問い合わせメールアドレス 再設定 

7月15日 DRLs2020、用語集 

トップページへのリダイレクト 全ページ

設定 

7月22日 近畿地域診療放射線技師会学術大会 中止

のお知らせ 

7月23日 鹿苑ニュース No.274 

8月 6日 DRLs2020修正7/31版 

総会動画 Link 解除 

統一講習会＠大阪中止のお知らせ 

電離放射線障害防止規則の改正にあわせて

厚生労働省が実施する事業について 

総務省による平成31年度「電波の植込み型

医療機器及び在宅医療機器等への影響に関

する調査」報告書 

8月21日 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け

た本会事業等の対応について(更新) 

8月26日 放射線業務に関する自主点検の実施につい

て 

「医療放射線の適正管理に関する医療機関

ならびに地方医療行政機関の対応ガイド」

について 

「ヨード造影剤の添付文書改訂に関するお

知らせ」について 

日放技主催の講習会・認定試験の中止・変

更 

9月 8日 アンケートのご協力お願い 

2019年度「放射線関連機器・事故調査」 

「X 線撮影の実状調査－肩関節－」 

その他 レイアウト、コンテンツアイコン、

COVID-19関連バナー(準備中) 

 

第 1回ホームページ委員会 8月20日(木)＠zoom 

資料：ホームページリニューアルプラン企画書 

議事録 
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【質疑】 

小林副会長：求人募集を掲載していた施設からもう載せ 

      なくてよいと連絡がありました。 

秋山理事  ：掲載する依頼は受けましたが、掲載期間が 

            決まっていませんでした。 

北村理事  ：ホームページ掲載依頼書を作成するなど 

            し、掲載期間を設けて対応できるようにし 

            たいと思います。 

 

(7) 福利厚生関連事項(玉井宏征福利厚生委員長) 

 2020年度厚生事業について 

①春の福利厚生事業 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

②秋の厚生事業 2020年10月 4日(日)にハイキング  

  ＆BBQ 大会を開催予定    

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

③第67回近畿地域診療放射線技師会野球大会(滋賀県) 

  11月23日(月)、兵庫県・浜甲子園運動公園にて 

  予定の野球大会は新型コロナウイルス感染拡大の影  

  響により9月5日近畿会長・副会長会議で中止が決定 

④新年情報交換会の開催について 

  公開講座後の2020年12月13日(日)に行う予定であっ 

  たが、公開講座中止の決定に伴い会員、賛助会員の 

  情報交換の場として開催すべきか 

  案)2021年 1月または 2月開催 

 

【質疑】 

なし 

 

(8) 安全管理関連事項(北村未央安全管理委員長) 

➢ 第1回安全管理委員会 8月24日(月)＠zoom 

議事１．安全管理委員会 新設の経緯と現状を共有 

議事２．今後の委員会活動について 

〔目的〕 

⚫ 業務整理 

⚫ 技師会としての目的や役割を明確にする 

⚫ 事業認識を向上させる(理事・会員) 

⚫ 組織体制の整備(奈良モデルの実現と充実) 

⚫ 技師の意識向上や知識の普及啓発 

〔コンセプト〕 

⚫ 当会の業務として３つのセクション(部門)に分ける 

   ①医療安全 ②原子力災害時対応 ③災害対策・対応 

⚫ 上位組織の方針を理解した地方技師会の活動 

⚫ 技師会と会員／企業との密な関わり、信頼関係 

 

〔次回会議までの活動方針〕 

① 医療安全 

・奈良県医療安全推進センターサイドの求める関係団  

  としての関わり方や目的の確認 

・担当者 変更届の提出 

② 原子力災害時対応 

・県下放射線管理士の名簿更新、災害派遣チームの登 

  録しなおし 

・登録にあたって本人の懸念材料を調査し、今後の環 

  境整備を検討 

・協定の確認、要請～派遣～帰任までスキーム等の確 

  認 

・JART の方針確認 

③災害対策・対応 

・現行の災害時被災状況連絡体制の見直し(連絡方法、 

  情報収集体制、情報内容、情報集約、活用方法 等) 

・災害支援認定技師の登録 

・要請～派遣～帰任までのスキームの確認 

・JART の目的や方針の確認 

〔事業計画とスケジュール〕 

 上記短期目標の内容が見えてきたら企画書・事業計画 

 書にて提示 

〔予算〕 

 研修会開催時の諸費用 等 

〔想定課題〕 

・任期内で運用まで可能になるか 

・コロナ禍での研修会等の開催 

・どのような手続きや関係機関との連携が必要か 

 

議事３．会議形態について 

定例会議：偶数月第 4週目 19：00～ 

※対面での会議は行わない 

役割分担：次回会議以降で決定 

【質疑】 

池口副会長：奈良県医療安全推進センターに奈良県放射線

技師会に求める事は何かを確認しました。セ

ンターとしてはいち会員として見ています。

議事録 



 鹿 苑 ニ ュ ー ス 2020年 10月 25日 

 

 

25 

 

センターから我々に何かしてくださいという

のではなく、我々奈良県放射線技師会の活動

に対してセンターを利用してください。との

ことでした。講習会や情報提供、医療安全に

関して問い合わせしたいときに利用してくだ

さいとのことでした。 

北村理事：連携しようというのではなく、必要時に当方 

          から利用するような形です。 

 

(9) 組織関連事項(辻村恭平組織委員長) 

第 3回組織委員会開催(Web 開催)2020年 9月 2日(水) 

① レントゲン週間イベントについて  

2020年11月 1日(日)予定 

 いろいろな案が出たが近畿の会長・副会長会議で意  

 見を承る様に会長へお願いし、その後開催の可否を 

 決定する。 

② ポスター「せんとくん」キャラクター使用更新につ

いて 

2020年10月 8日に「せんとくん」キャラクター使用

許可の更新時期を迎える。 

ポスター使用に関して更新時期に関する事で厳しく

制限されるわけではなさそう。内容の編集が難しい

ものは旧の承認番号のままでも良い。 

③ 南・東地区合同懇話会について   

 開催方法を検討する必要がある。(オンサイトやハイ 

 ブリッド、Web 開催等)演題に関しては、(仮題名： 

 COVID-19疑い患者の検査時注意事項 自施設の事 

 前準備はどうですか) 

医療被曝・管理元年 Ⅲ ～自部署における取組み  

進歩状況～ の２つを考えている。 

準備等を考えると今年度１回開催できるかも分から

ないがその場合は、全地区合同で行うことも考慮す

る。 

④ 放射線フェスタⅡ (日程未定) 

 近鉄百貨店から開催許可が出ていない状況なので中 

 止する方向。 

 会場となる人が集まりやすい場所のイベント開催状  

 況を確認しながら、開催を決定していく必要があ 

 る。 

⑤ 会長交代に伴うタペストリーの修正について 

奈良県放射線技師会の紹介をするポスターがあるが会

長交代により顔写真等を変更する必要がある。ポスタ

ー作成委員会を立ち上げて、バージョンアップを行

う。ポスターに出ている会員の異動があれば所属変更

や病院名を変更する必要が生じる。 

「せんとくん」の更新もタペストリー修正後に行う必

要がある。 

その他、議事録参照下さい。 

【質疑】 

秋山理事：会長の写真とのことですが、理事の皆様の写

真が撮れていません。どこかのタイミングで

撮りたいと思います。 

髙谷会長：次回11月の理事会で写真を撮りましょう。 

 

4.特別委員会 

(1)創立70周年記念事業(池口俊孝委員長) 

報告事項なし。 

【質疑】 

  なし 

 

(2)近畿地域診療放射線技師会学術大会㏌奈良 

                         (北村未央大会実行委員長) 

第 3回プロジェクトミーティング 8月31日(月)＠teams 

〔大会開催予定〕 

 開催日時：2022年 2月 

 開催場所：未定 

 テーマ  ：繋ぐ 

 前日予定：会長副会長会議、ウェルカムパーティ 

           会場準備 

〔経過報告〕 

7月22日 会場・ホテル・会議室 すべてキャンセル確認 

9月 5日 近畿地域診療放射線技師会 会長副会長会議へ 

        報告書 

     提出 ☞資料：近-1)2) 

 

議事１．今後のスケジュールについて  

        ☞資料①：全体進行イメージ 

◎大まかな予定の確認 

・会場の確保→ほとんどの会場が使用日の 1年前から予約 

  可能、それまで検討 

・プログラム決定→暫定プログラムを 1月までに決定 

・企業アンケート調査→続行 

議事録 
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・リスケジュール→暫定プログラムを 1月に決定する方針 

  で、関係するその周辺事項(会場、部屋割り、企業参加、 

  予算案、大会ポスター 等)は相互に調整 

・ポスター製作(場所とプログラムが決定できれば製作 

  可能) 

 

議事２．会場候補について 

社福…2020年 6月時点で2022年 2月(日)の空き無し 

      →他施設で検討 

方針①産業会館等他の施設は、使用日の 1年前同日から 

      予約可能→来年の 2月に会場を押さえる 

方針②会場はプログラムや予算等にも依存するため、相     

      互的に決める 

議事３．プログラム・講師・座長 等の考案 

候補やアイデア、イメージを共有、案から候補を絞る 

方針①次回目標は、プログラム候補をさらに絞り込み・ 

      具体化 →1月決定へ 

議事４．メーカーアンケートについて 

        未着手 

議事５．その他 

１)Web 開催のリサーチ 

・開催経験者や、企業の担当者に調査中 

・zoom の利用やオンデマンド方式、ライブ方式、追いか 

  け再生など 

【質疑】 

なし 

 

5.常置委員会 

(1)定款改正等委員会(水野吉将委員長) 

  定款改正に向けて、改正箇所を10月以降順次着手

予定、定款は総会承認が必要ですが、規程類は、理

事会承認で改訂可能ですので、改正案を分けて進め

ることを考えています。新型コロナウイルス感染拡

大を避けるため、しばらくは委員内でメールにてま

とめていきます。まとまり次第、理事会に報告しま

す。2年後の総会での承認に向けて進めていきたいと

思います。 

【質疑】 

なし 

 

 

(2)表彰委員会(小林勝宏委員長) 

① 報告事項 

叙勲の申請を県に提出しました。 

② 審議事項 

退会者の表彰候補選出についてご意見いただきた

いです。 

【質疑】 

髙谷会長：今までは会員から推薦してきました。 

北村理事：表彰に関しての規程はありますか。 

髙嶋監事：叙勲に関しては県から依頼がくるものなので 

          技師会の規程はない。 

池口理事：退会者は推薦の枠自体も辞退されているとい

うのも一つの考え方だと思います。 

髙嶋監事：今日は意見収集のみでよいと思います。 

 

(3)海外交流委員会(池口俊孝委員長) 

  中台科技大学より研修生受け入れの打診については 

9月2日に決定したが受け入れに関しては現状に鑑みる

と様々な懸念事項がある。 

これについては海外研修生受入事業(案)を提案する。 

【質疑】 

池口副会長：正式な依頼はいつになりますか。 

水野監事  ：例年では12月に打診があります。 1月いっ  

            ぱいでホームステイ先、医大の調整、研修 

            施設への調整。 2月のはじめくらいに返信  

            して、3月には確立しています。 

池口副会長：今の段階では打診の状態です。実際の受け

入れ時期が具体化してきてから、その時の

状況を踏まえ、詳細に検討したいです。 

水野監事  ：正式な依頼は年明けになります。 

北村理事  ：これに関しても規程等はありますか。 

髙谷会長  ：海外国際交流規程があります。そこには人 

            数の記載がありません。見直していきたい 

            です。 

水野監事  ：定款改正で見直していきたいと思います。 

 

6. 審議事項 

中台科技大学の研修生受け入れについて(メール審議にて 

9月2日に決定)   保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

会長用パソコンの購入について 

           保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

議事録 
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台湾からいただいたマスクの使用方法についての提案 

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

錦 成郎会員の終身会員の承認について      

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

2020年度漏洩線量測定講習会の開催中止について 

          保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

海外研修生受入事業(案)の提案について     

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

奈ラーニングの中止について           

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

レントゲン週間イベントの中止について      

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

フェスタⅡの中止について            

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

2020年度第2回定例理事会における報告および審議事項等

についての承認     保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

 

7.経過事項 

2020年度都道府県(診療)放射線技師会新任会長会議 

(会長は Web参加)              2020年 7月23日(木) 

第 3回学術委員会 奈良県立医科大学  

教養教育棟 第一講義室     2020年 8月 4日(火) 

第 1回ホームページ委員会(Web 開催)  

                                2020年 8月20日(木)         

第 1回安全管理委員会(Web 開催)  2020年 8月24日(火)          

第 4回学術委員会(Web 開催)     2020年 8月26日(火)                

令和 2年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 in 奈良 

第 3回プロジェクトミーティング(Web 開催)          

                                2020年 8月31日(月) 

第 3回組織委員会(Web 開催)     2020年 9月 2日(水)               

令和 2年度 第 1回近畿地域教育委員会会議・ 

      会長副会長会議 (Hybrid 開催) 

公益社団法人 大阪府診療放射線技師会事務所           

                                2020年 9月 5日(土) 

 

8.今後の予定 

奈良県医療安全推進センター 第11回ネットワーク会議     

                                2020年 9月23日(水) 

第 4回近畿地域学術大会プロジェクトミーティング  

                                2020年11月 2日(月) 

 

9.次回理事会について (2020年度第 4回定例理事会) 

  2020年11月17日(火)19時00分～ 

  場所 奈良県立医科大学 教養教育棟 第一講義室 

※尚、COVID-19の影響により Web 開催の可能性あり。 

                                              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 9月15日(火) 

議長   会長（代表理事）   髙谷 英明   印 

議事録署名人          髙嶋 敏光   印  

                水野 吉将   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

議事録 
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Ｑ．放射線と放射能は違うのですか？  
Ａ．「放射線」とは光の一種である電磁波や高速の粒子のことで、 

  「放射能」とは放射線を出す物質や、その能力を指します。 
 

＜放射線＞ 
放射線とは光の一種である電磁波や高速の粒子です。しかし蛍光灯等の光とは違い直接目には見え

ません。放射線は物質を透過し、その通り道の物質にエネルギーを与えます。人体が放射線にさらさ
れることを放射線被ばくと言いますが、病院で検査を受けなくても、私達は日常的に弱い放射線を浴
びて過ごしています(自然放射線)。自然放射線は大地や食物、宇宙からの放射線で、その量は 1年間
に 2.4mSv(ミリシーベルト)です。胸部Ｘ線写真は 1枚約 0.1mSvですから、自然放射線はその
20倍に相当します。 

 
医療に用いる放射線の種類を表にまとめます。 

種類 本質 用途 

エックス（X）線 電磁波 Ｘ線撮影・透視・ＣＴ・放射線治療 

アルファ（α）線 へリウム原子核 放射線薬内服治療・放射線治療 

べータ（β）線 電子・陽電子 ＲＩ検査・放射線薬内服治療・放射線治療 

ガンマ（γ）線 電磁波 ＲＩ検査・放射線治療 

電子線 電子 放射線治療 

陽子線 陽子 放射線治療 

中性子線 中性子 放射線治療 

重粒子線 炭素，ネオンなどの原子核 放射線治療 

 

＜放射能＞ 
放射能とは， 

1. 放射線を出す元素及び物質 （文例：事故で「放射能」が漏れる） 
2. 放射線を出す能力 （文例：この物質は「放射能」が高い） 
自然界には様々な種類の放射線を出す物質があります。量の多少にかかわらず、放射線を出す物質を

放射性物質といいます。放射性物質であるウラン（U）やラジウム（Ra）は水や岩石の中に含まれてお
り、ラドン（Rn )は大気中にも存在します。 
  
放射線は「飛び出てきた」電磁波や粒子ですが，放射能は「放射線を出す」物に関する言葉です。例

えて言うと、ホタルの光が放射線に相当し、ホタルが放射能（放射性物質）に相当します。

 

 


