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巻頭言 

      人との繋がりを大切に 

 

 

       公益社団法人 奈良県放射線技師会 副会長 池口 俊孝 

 

 2020 年 1 月に、日本で１例目の感染患者が報告されて以来、COVID-19 が猛威を振るい始めました。そ

のため私達は密接した場に集うことの自粛が必要となり、集合型の講習会や学術大会などイベントを開催

することができないまま１年以上が経過しました。現在は近接府県を含む一部地域に緊急事態宣言発出の

中ではありますが、感染患者数は減少傾向にありワクチンの先行摂取も始まり、少し明るい話題も増えて

まいりました。しかしながらその一方、変異株や感染患者数の下げ止まりの懸念、新規感染者の高齢者が

占める割合が３割を越えるなど、まだまだ予断を許さない状況が続きそうです。そのような中、会議はも

ちろん講習会や学術大会がオンラインで開催されるようになり、当会におきましても担当理事や委員の方

に尽力いただき、2 月に４地区合同懇話会とフレッシャーズセミナーの二つの事業を開催することができま

した。このことは、これから次年度以降に向けての大きな一歩を踏み出せたのではないかと甚だ嬉しく思

います。 

 このような状況下のため必要に迫られたところも大きいですが、情勢はこの１年間で急激にオンライン

化が進み、会議や講習会がオンラインで開催されることが当たり前になりました。ハードやソフトも改良

され、さまざな形態のイベントに対応できるようになりました。参加者も感染のリスクが低いだけでなく、

会場へ出向く移動時間も不要で、情報を収集することができるなどメリットも多くオンライン型会議や講

習会というものが開催方法のひとつとして確立されたと言えるでしょう。 

 私がオンライン型のイベントに参加したとき、集合型開催と同様に知識を深めることができる上に移動

時間が不要な利便性を実感しました。しかし、それと同時に集合型開催に比べて人との繋がりという面で

は少し希薄であると感じました。 

 直接、人と接し雑談や些細な相談をしたり意見を聞いたりすることで、自身の知識を深めるだけでなく

人との繋がりを深めたり広げたりすることができますが、特に参加人数の多い比較的規模の大きなオンラ

イン型イベントでは他の参加者が見えなかったり分からなかったりと、まだ少しその部分において少し検

討していく余地があるのではないかと考えます。両者のメリットを上手く組み合わせた形の開催ができる

ことを目指したいと考えます。 

 つきましては当会としましても、少しでも多くの会員の皆様にご参加いただけるよう次年度事業の安全

で有意義な開催に向けて全力で取り組んでまいります。ご理解、ご協力よろしくお願いします。 

公益社団法人 奈良県放射線技師会 

会報 
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関西☆collection令和2年度Webミーティング参加記 

 

奈良県放射線技師会 

会長 髙谷 英明 

 １月 24日（日）午前 10時、女性活躍推進委員会から業務改善推進委員会へと名称が替わり始めての関西

☆collection（以下：カンコレ）が開催され参加した。今回は『近畿会長サミット』〜聞かせてもーてか

まいませんか〜と題し、Web ミーティングという形で行われた。サミットはカンコレからの質問に各府県の

会長が答えるという Q&A形式で行われた。 

質問内容は 

①名称が女性活躍推進委員会から業務改善推進委員会へ切り替わったことについて 

②カンコレと各府県技師会との関係性 

③今までのカンコレ活動において・今後カンコレに求めること 

④業務改善推進委員会の委員選出について 

の 4つの質問があり、それについて意見を出し合った。 

先ず、①の名称が変わった事柄については、今までは『女性』と限定的であった名称が外され業務全般に

ついて従来扱ってきた女性の働く環境についての事象と共に様々な事柄にも言及できる事に繋がるので従

来よりも男女共に共通の問題だと認識していけるのではないかと考える。各府県の会長の意見も総じて同

様の認識であった。 

②の技師会との関係性については各府県共にしっかりとした連携が取れていないのが現状であった。当会

としては女性活躍推進委員会の立ち上げから北村理事に関わっていただき、理事会でも都度報告を受けて

きたが、代表が待鳥氏に変わってからは定期的な活動報告の場も無かった。これについては大いに反省を

し、今後のカンコレとの連携強化に務めたい。 

③に関しては個人的には今までのカンコレの活動に関しては良かったと感じている。関西圏の女性技師が

纏まり、業務に関する問題提起や改善策の検討を行う事で多くの診療放射線技師へと共通の認識にする事

が出来たのではないかと考える。また、個人的にも演者として、また当施設の女性技師も演者とし参加し

た事は非常に良い経験を得たと感じている。 

各府県の会長方もカンコレの活動については総じて良かったと述べておられた。 

④の委員の選出に関しては各府県 2 名を推奨（委員に関しては教育委員同様最低 1 名となっている）とさ

れており、奈良県では待鳥氏 1 名にお願いしているのが現状である。カンコレ側では委員の選出について

は役員の交代時期やメンバーの選出に関して様々な問題があり、これに関しては今後のカンコレの運営に

も関わる事柄であるのでしっかりと理事会でも議論を行いカンコレと連携して行きたいと考える。各府県

も委員の選出については苦慮されている様に感じた。 

これらが今回のミーティングの概要である。カンコレの名称や活動について初めて見聞きされた方もおら

れるかも知れない。今後は是非ともこの業務改善推進委員会の名称と関西☆collection をお見知りおきい

ただき、その活動内容を注視し、会員諸氏の職場でも共有を願いたい。診療放射線技師を育てる教育期間

では女性の比率は増えており、男女とも同数のクラスがあるとも聞く。女性技師がその数を更に増やす時

はもう目の前に迫っている。今後はこの様な場で業務改善についての問題提起や意見交換がより活発に、

より大きな声になり、男女共に診療放射線技師としての職種が安心して働くことのできる環境構築の一助

になる為、我々も認識を強く持たなければならないと感じた事を最後の言葉とし参加記とする。 

参加記 
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日本診療放射線技師会 業務改善推進委員会 関西☆collection（カンコレ）  

近畿会長サミット ～聞かせてもーてかまいませんか？～ に参加して 

奈良県代表 医療法人康仁会 西の京病院 待鳥尚子 

 

 1 月 24 日（日）、関西☆collection の今年度のイベントとして、近畿の 6 府県会長と関西☆collection

についてお話する Webミーティングを開催しました。 

 話の内容は、事前にカンコレメンバーからお聞きしたい質問を集め、それらをまとめたものを順に会長

達にお聞きしていきました。 

 まずは女性活躍推進班から業務改善推進委員会に名称変更したことについてのねらいや、どう生かして

いこうという想いがあるのかということをお聞きしました。多くの会長がおっしゃっていたのは、国の政

策として『働き方改革』を推進している中で、放射線業界でも女性活躍から働き方改革の時代に突入して

行く流れに乗る必要があるのではということでした。日放技の会員も女性の割合が増えつつあり、学生も

今や半数を占めている昨今、将来女性技師の割合が更に増えることは間違いないだろうという中で男性に

よる家事や育児・介護などの参加は必然となり、男性も自由に有休を消化できること、また女性だけでな

く男性のワークライフバランスを保つことも重要で、そのことによって更に女性の活躍の場も増えること

に繋がるというねらいがあるのではというお話でした。 

 次にカンコレと各県技師会との関係性についてお聞きしました。ほとんどの会長は、今現在カンコレと

各県技師会とはうまく企画や運営の意味でも連携が取りきれていない現状があることをお話いただきまし

たが、今後はもっと前向きに取り入れて考えていけるようにしたいとおっしゃっていただけました。また

各県技師会と日放技とも連携を取るようにし、日放技の示す方向性や動きとも合わせてカンコレをうまく

活用していきたいとお話いただけました。これらのことはカンコレにとってはとても重要なことであり、

活動の方向性や現状を一緒に考えていただけるツールができたことは、今後の活動にも大きな影響がある

だろうと感じています。 

 まだまだお話はたくさんお聞きしましたが、とてもシビアな内容も含め、包み隠さず率直なご意見をお

聞きすることができたことは、とても有意義な時間であったと思います。 

 また会長からのたくさんのご意見をお聞きしたことで大きな変化があったと言える事は、カンコレメン

バーである私たち自身から各県の会長に、各県の技師会に、そして会員の皆様に、日放技の事業として今

こんな活動をしていますといったアピールをもっとした方がよいのではないかという意見が多数上がった

ことでした。それぞれが各県に持ち帰り参加記などを通して活動を伝え、関西の診療放射線技師みんなで

参加し、業務改善について考えることができる研修会を開催ができるようになれればと感じています。 

カンコレの一員として、各県技師会や日放技のバックアップの 

元皆で一緒に協力し研修会を盛り上げていけるよう努力して参り 

たいと思っておりますので、これからも関西☆collection をどう 

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 

参加記 



 鹿 苑 ニ ュ ー ス 2021年 3 月 12 日 

 

 

4 

 

2020年度  第5回定例理事会議議事録（抄） 

日時：2020年1月19日（火）19時 3分～21時33分 

場所：COVID-19の影響によりWeb 開催とする 

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、山田卓実、日浦之和、

秋山敬純、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 新年明けましておめでとうございます。昨年

は経験した事のない事が沢山起こり運営に大変苦慮しま

した。まだ先行きの見通しは明るいとは言えませんが明

るい未来が来る事を信じ今は踏ん張っていきたいと思い

ます。今年度も残り僅かとなりましたが控えている事案

や企画の開催の可否については十分な審議の上、決定し

たいと思いますので理事の皆様には忌憚のないご意見を

頂ければと存じます。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 

 

Ⅰ 議案（報告事項）  

1. 会長報告 

（1） 奈良県関係 

（2） 奈良県放射線技師会関係 

1. 次年度事業計画について 

 定款第33条に基づく2021年度事業計画、収支予

算並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

出を円滑に行うため軽微な変更がある場合は会

長・財務理事一任で変更する事に対して承諾をお

願いしたい。（資料1.） 

2. 5月29日（土）第8回（通期68回）通常総会を奈良

県社会福祉センター大会議室において開催する。 

 

3. 奈良県放射線技師会事務所 

 奈良県放射線技師会の事務所は奈良県健康づくり

センターに登記しているが、12月28日（月）に奈良

県健康推進課より今年度で退去して欲しいと連絡を

受けた。登記しており、定款に記載しているのです

ぐには難しいと返答している。理事会の中で委員会

を作り、対応を考えたい。 

（3） 日本診療放射線技師会関係 

1. 名称変更 （公社）滋賀県放射線技師会が（公社）

滋賀県診療放射線技師会へと変更となった          

（2020年12月 1日付） 

2. 地域委員会（全国地域連絡協議会）の開催 

（Web 開催）         1月30日10:00〜12:00 

3. 2020年度第2回近畿地域診療放射線技師会 

教育委員会議         2月13日15:00〜16:00 

4. 2020年度第2回近畿地域診療放射線技師会 

会長副会長会議        2月13日16:00〜17:30 

【他府県からの発刊物】 

（一社）北海道放射線技師会     会報 2021年 1月 

（公社）福島県診療放射線技師会  

                         福島放技ニュース No.179 

（一社）新潟県診療放射線技師会  

                         会報 第93号 2020.12.20 

（一社）栃木県診療放射線技師会   会誌 No.112 

（公社）東京都診療放射線技師会 

         東京放射線  2020年 12月号 Vol.67 No.789 

     東京放射線  2021年  1月号 Vol.67 No.790 

（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.4 Nov.2020 289 

（一社）山梨県診療放射線技師会    

                          山放技ニュース 2021.11 

（公社）静岡県放射線技師会 会誌 しずおかジャーナル  

                     Vol.30 No.2 2020（通巻209号） 

（公社）愛知県診療放射線技師会  

            会誌 Vol.32 No.2（通巻166号）Dec.2020 

（公社）広島県診療放射線技師会  

                    会誌 RT journal No.54 2020.12 

（公社）福岡県診療放射線技師会   会誌 第345号 

（公社）大分県放射線技師会    

                  大分放射線 第121号 October 2020 

 

議事録 
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【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.335 

（公社）京都府放射線技師会    

                  京放技ニュース 12/2020 通算727号 

         京放技ニュース  1/2021 通算728号 

（公社）兵庫県放射線技師会会誌  

                           HART 2020.11.1 Vol.80-2 

【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.395 

（一社）奈良県医師会      

           「奈良県医師新報」November 2020 vol.826 

        「奈良県医師新報」December 2020 vol.827 

       「奈良県医師新報」January  2021 vol.828 

（一社）奈良県臨床検査技師会   

                             奈臨技 ニュース No.318 

                  奈臨技 ニュース No.319 

        会誌 まほろば Vol.34通巻111号 2020年12月 

（公社）日本歯科技工士会    

        「日本歯技」12 December. 2020 第618号 

        「日本歯技」 1  January. 2020 第619号 

千代田テクノル         FB News 2020 12 No.528 

                FB News 2021  1 No.529 

【質疑】 

北村理事：総会は現地開催ですか。 

髙谷会長：今のところその予定です。 

北村理事：昨年のような状況になったときの備えはどう 

     しますか。 

髙谷会長：理事はできる限り集まり、一般会員は書面表

決としたいです。開催場所を記録しないとい

けませんので、いわゆるハイブリッドという

形で考えています。 

2. 副会長の活動報告 

(池口副会長) 

第5回学術委員会（Web 開催）    2020年12月 2日（水） 

第3回安全管理委員会（Web 開催）2020年12月28日（月) 

 (小林副会長) 

第5回組織委員会（Web 開催）    2020年12月16日（水） 

近畿地域診療放射線技師会学術大会in奈良 

第5回プロジェクトミーティング（Web 開催）    

                               2020年12月22日（火） 

第3回安全管理委員会（Web 開催）2020年12月28日（月） 

奈良県医療安全推進センター  

 

Ⅱ 常設委員会 

(1) 総務関連事項（竹中智士常務理事） 

11月18日から1月14日まで 

新入会員【承認事項】                             

11月26日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

 73251 西原 剛志    社会医療法人高清会高井病院 

12月 2日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

 73267 後藤 周也    社会医療法人高清会高井病院 

12月 7日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

  73282 金田 真帆    グランソール奈良 

12月 7日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 

  73283 林 令華      グランソール奈良 

退会 

12月 4日 66810 坂本 綾 

12月 7日 68837 平島 歩美 

12月17日 71739 岡本 涼 

12月25日 60781 飯田 真衣 

1月14日 31388 中務 勉 

転入  なし                                  

転出  なし                                   

異動  

11月19日 34608 植田 眞通  （自宅住所） 

11月19日 32921 永田 諭志 （自宅住所） 

11月19日 68158 西橋 祥太 （自宅住所） 

12月25日 58586 播磨谷 直子（会誌等送付先） 

12月30日 52527 上田 幸弘  （自宅住所） 

1月 7日 31328 橋本 和佳  （自宅住所） 

1月14日 66149 入田 望    （勤務先、会誌等送付先） 

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  なし 

・弔事  なし 

会員数                                  

（公社）奈良県放射線技師会正会員  439名  

     （11月17日 第4回定例理事会時  440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 438名 仮会員 0名 ( 1月14日現在）       

議事録 
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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   なし 

【質疑】   なし 

(2) 財務関連事項（山田卓実財務担当理事） 

1. 中間報告 

定款第33条に基づく2021年度収支予算書（案）に関し

て（資料1.） 

【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2021について 

2021年度開催予定 

＊座長、講師、シンポジストの先生には、スライド開  

 催について依頼済み。 

     開催日時：2021年10月24日（日）11:00～17:00 

     場  所：奈良県社会福祉総合センター 仮予約済み     

     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～」 

   方針  ・新型コロナウイルス (COVID-19)の状況を見 

     て、会員情報交換会は検討。 

審議事項 なし 

2. 奈ラーニング2021について 

2021年度開催予定 

 ＊講師の先生には、スライド開催について依頼済み  

  開催日時：2021年11月26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 

審議事項 なし  

3．県民公開講座について 

 2021年度開催予定 

  ＊座長、講師、シンポジストの先生には、スライド開 

    催について依頼済み。 

    開催日時：2022年 1月16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  

 方針  ・後援申請は現行通り、広報については県下情報  

         誌等を広く利用する。 

審議事項なし 

【質疑】 

髙谷会長：オンサイト開催からウェブ開催またはハイブ

リッド開催に切り替える判断期限はいつにな

りますか。 

野儀理事：学術大会は開催業者に頼まないと無理である

と考えますので、そこに相談して決めたいで

す。 

髙谷会長：周知をしないといけませんので、学術委員会、

理事会を行い、鹿苑ニュース等の広報や参

加・演題登録のタイミングを踏まえて考えて

おいてください。 

野儀理事：案内のタイミングを考えてリミットを切りま 

          す。 

 

経常費用 予算額 支出額 予算額 支出額 予算額 支出額

   事業費

     会場費 100,000 0 0% 150,000 0 0% 0

     旅費交通費 200,000 1,640 1% 200,000 11,220 6% 0

     通信運搬費 10,000 16,212 162% 10,000 0 0% 300,000 117,936 39%

     消耗品費 50,000 0 0% 100,000 0 0% 0

     印刷製本費 200,000 0 0% 50,000 13,540 27% 1,200,000 481,386 40%

     賃借料 150,000 0 0% 0 0 0

     諸謝金 200,000 0 0% 200,000 0 0% 0

     支払手数料 5,000 0 0% 5,000 330 7% 5,000 1,650 33%

     会議費 50,000 0 0% 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 200,000 0 0% 200,000 0 0% 0

経常費用 予算額 支出額 予算額 支出額 予算額 支出額

   事業費

     会場費 0 0 0

     旅費交通費 50,000 0 0

     通信運搬費 50,000 10,000 0% 0

     消耗品費 0 5,000 0% 0

     印刷製本費 50,000 0

     賃借料 0 0 0

     諸謝金 0 0 0

     支払手数料 5,000 5,000 0% 0

     会議費 0 10,000 0% 0

     福利厚生費 0 0 300,000 0%

     研究助成費 0 300,000 0% 0

     雑費 50,000 0% 50,000 0% 0

科目

  　 管理費 予算額 支出額

     総会費 100,000 0 0%

     旅費交通費 200,000 37,920 19%

     通信運搬費 200,000 117,973 59%

     消耗品費 100,000 34,713 35%

     印刷製本費 80,000 175,670 220%

     支払手数料 5,000 1,870 37%

     雑費 1,001,905 183,554 18%

予算
執行率

予算
執行率

予算
執行率

法人会計
予算
執行率

科目

その他事業会計

他１ 他２ 他３

日放技及び近畿地域放射線技師会との
連携による学術大会

研究会・勉強会への助成事業及び
海外研修生の受入れ事業

会員に対する福利厚生事業

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

予算
執行率

予算
執行率

予算
執行率

2020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

議事録 
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(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  

(ア) 2020年度「診療放射線技師のためのフレッシャーズ

セミナー」    （教育資料1・2） 

 2021年2/20～28の期間でWeb 開催（音声付きスライ

ド動画配信） 

 対象 2020年度より診療放射線技師として勤務する者 

 定員 40名 

 講師と内容 

内容 講師 時間 

エチケット・ マナー講座 池口 俊孝 20 分 

医療コミュニケーション講座 池口 俊孝 20 分 

医療安全講座 小林 勝宏 30 分 

感染対策講座 竹中 智士 30 分 

胸部撮影講座 髙谷 英明 40 分 

技師会活動紹介 髙谷 英明 20 分 

 予算案 

 科目 2020年度予算 備考 

         

収  

入 

事業対策費 77,000  

講師料 27,000 10,000/60分

JARTより 

通信費 6,314 JARTより 

計 110,314  

 

支

出 

講師料 27,000  

通信費 6,314  

ビデオシェルフ

利用料 

22,000 単価 500 40名 

参加者登録作業 55,000  

計 110,314  

 その他 

    修了証、贈呈品、ポイント付与なし（本人確認が

困難であるため）。案内および事業登録手続きを準

備中である（2021年1月15日現在）。 

(イ) 近畿地域教育委員会 

 2020年12月12日令和2年度教育委員会幹事会出席 

（教育資料3・4） 

 2021年 2月13日第2回近畿地域教育委員会開催予定 

2. 奈良県放射線技師会 

2020年度「診療放射線技師のための 

                 フレッシャーズセミナー」の開催

審議事項 

 上記条件での2020年度「診療放射線技師のため

のフレッシャーズセミナー」の開催 

 2020年度「診療放射線技師のためのフレッシャ

ーズセミナー」予算案 

【質疑】 

北村理事：近畿学術大会について何を入れたいと要望が

あったのか、もう一度教えてください。 

髙嶋監事：分科会に検査説明についての時間を45分入れ

られないかと要望がありました。 

北村理事：分科会のセッションを計画していますので、

時間の調整が必要ですが、できると思います。 

髙谷会長：ビデオシェルフの定員が40名とのことですが 

          同時最大利用者ですか。 

日浦理事：アクセス権を持つのが40名分のアカウントが 

          あるということです。 

(5) 広報関連事項（秋山敬純広報委員長） 

     1月15日 鹿苑ニュースNo.276を発行 

鹿苑ニュース No.277発行について  

 3月初旬発行予定  原稿締切：2月20日頃  

内容：巻頭言  

   通常総会の案内    

   各委員会より掲載事項 

   2020年度第 5回定例理事会議事録 

   その他 

通常総会及び季刊誌「鹿苑」の発行準備 

    5月上旬発行予定 

   はがき表の作成（2月） 

各位委員会より開催報告など（3月） 

   今年度新入職に対して自己紹介分の依頼（3月） 

   賛助会員による公告依頼（3月） 

【質疑】 

  鹿苑ニュースを作成していて、会員の異動・慶弔に

関して掲載する必要があるのか疑問に思う。会員の間

だけでの情報交換はまだ良いと思うが、鹿苑ニュース

はホームページに掲載や奈良県立図書情報館に郵送し

ており不特定多数の人が閲覧できる。近年の世情より

プライバシーや個人情報の件で問題があるのではない

かと考える。悪用される可能性もあり、理事の皆様の

ご意見を伺いたい。 

改善策：１．鹿苑ニュースに個人情報を掲載しない 

議事録 
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 ２．議案書には掲載しても、議事録には掲載しない 

 ３．鹿苑ニュースをホームページに掲載しない 

     （図書館の問題は？） 

 ４．ホームページに掲載する場合、鹿苑ニュースはパ   

      スワードなどをつける 

【質疑】 

北村理事  ：会員番号のみか、人数のみにするのはどう 

            ですか。 

小林副会長：議事録には記録し、HP・鹿苑など公開する

ものには載せないようにしてはどうですか。

慶弔についてはお金に関する記録でもあり

ますが。 

髙谷会長  ：議事録には記録して、HP・鹿苑には会員番 

            号のみにとどめておくのはどうですか。 

水野監事  ：議事録には載せなければならない。HP等は 

            多くの人が見るため、載せないほうがいい 

            のか。パスワードをかけるか。 

髙嶋監事  ：情報をどこまで開示するかという問題です 

            が、公益法人として載せるべきものと載せ  

            ないものと分けないといけません。会員の  

            みが見れるものではいけません。今結論は 

            出せませんが、異動、慶弔については会員 

            番号のみにとどめておけば個人情報は守ら 

            れると思います。他団体がどうしているか 

            を調査してみてはどうですか。 

髙谷会長  ：他団体がどうしているか調査して決めたい 

            と思います。 

髙嶋監事  ：議事録には載せなければならないと思いま 

            すが、HPに載せるときに隠すのもいいと思 

            います。 

北村理事  ：鹿苑ニュースの発行回数は大丈夫ですか 

秋山理事  ：年6回発行ですので、1回足りてないです。 

小林副会長：次の鹿苑ニュースが 3月発行で、次回理事 

            会より前に発行になりますが、総会のハガ 

            キの準備があるので、総会をどうするのか、 

            案内をどうするのかの期限を考えておかな 

            いといけません。 

髙谷会長  ：ハガキの準備は2月で、3月初旬が期限です 

            か。 

小林副会長：総会議案書と鹿苑はいつ発行ですか。 

秋山理事  ：総会議案書と鹿苑は 5月の初旬です。 

髙谷会長  ：3月の理事会で決定できますので、それまで 

            オンサイトとハイブリッド両方用意してお 

            いて、3月の理事会でどうするかを決めます。 

北村理事  ：昨年は5月の理事会で間に合わないので、4 

            月末に理事会を開きました。 

水野監事  ：議案書の内容は理事会の決議を通ってない 

            といけないので、昨年は4月末に行いました。 

髙嶋監事  ：総会の開催には理事会の決議が必要です。 

            案書についても理事会の承認を得る事が必 

            要です。会員の手元には総会 2週間前まで 

            に議案書を届けなければなりません。今ま 

            では 5月初旬の理事会で議案書を承認して 

            いました。昨年はそれでは間に合わないの 

            とのことで、 4月末に理事会を開催しまし 

            た。昨年と同様でよいと思います。 

髙谷会長  ： 4月の最終週に理事会を開いて、そこで承 

            認を取ります。5月早々に案内を出します。 

髙嶋監事  ：最終の決定は 4月末に開催方法を決めれば 

            よいです。 

髙谷会長：印刷のスケジュールを秋山理事と相談します。 

秋山理事：各委員長は鹿苑ニュースの掲載内容を考えて 

          おいてください。  

（6） ホームページ関連事項（北村未央委員長） 

1. アップロード・修正・設定 等（11月11日～1月10日時点） 

11月 21日 求人情報 JCHO大和郡山病院 

12月 23日 第 15 回医療安全管理者ネットワー

ク会議 開催案内 

12月 24日 求人情報削除 平尾病院 

 1 月 4日 FDAの MRIでのマスク使用について

の安全性情報 

その他 過去の記事を整理、軽微な修正 

2．第3回ホームページ委員会 12月21日（月）（Web開催） 

議事1.  HP内整理済み箇所の手直し 

議事2.  リニューアルプラン 作業工程について 

議事3.  HP掲載スキームについて 

≪活動方針・行動計画≫ 

・サイトマップ構成 継続 

・現状のHP作成と別ファイルでリニューアル作業を進行 

  する リリース目標：総会 

・アップロード作業はHP委員 3人ともできる体制にシス 

  テム変更 

議事録 
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周知願い 

各様式のダウンロード →様式の再確認、各委員会へ依頼

（年内締切） 

審議事項 

HP掲載スキーム改案１ ☞資料①：HP掲載スキーム図・申

請書（改案１） 

  【質疑】なし 

（7） 福利厚生関連事項（玉井宏征福利厚生委員長） 

2021年度厚生事業について 

第68回近畿地域診療放射線技師会野球大会（奈良県） 

2021年11月 3日  桜井芝運動公園を利用し開催 

 審議事項なし 

 【質疑】なし 

（8） 安全管理関連事項（北村未央安全管理委員長）  

1. 第3回安全管理委員会 12月28日（月）（Web 開催） 

（ア）医療安全 

■奈良県医療安全推進センター関連 

1/13（水）医療安全管理者ネットワーク会議「脊椎造影

時の造影剤間違い」 

委員参加：髙谷会長・小林副会長 

2/25（木）職能団体連携協議委員会 

≪活動方針・行動計画≫ 

・センター事業への参加・国内医療安全情報等を鹿苑 

  ニュースやHPで会員に共有する 

・新規事業としてはなし、研修会等を行う際は組織委員 

  会（地区懇話会）・学術委員会（奈ラーニング）と協同 

  し既存の事業内で実施する 

2. 原子力災害時対応 

■管理士関連 

・R3年度近畿地域診療放射線技師会学術大会でセッション 

→協定の周知、登録・派遣体制・派遣時の活動等を会 

  員に向けて周知する 

・県庁担当者に連絡済み、協定・マニュアル等の資料共有 

≪活動方針・行動計画≫ 

・近畿学術大会の準備に合わせ、関西広域連合・県・

JARTとの調整を行い、体制の整備をしていく 

・現状の体制がどこまで構築されているか、今後どのよ

うな課題があり、どのような調整が必要か、原子力災

害時のサーベイ技師派遣における未決事項を解決し、

最終的に対応時マニュアルの策定を目指す 

■原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会関連 

・11/19消防打ち合わせ中止 

      →12/15 14：30～ 奈良県広域消防組合消防本部 

奈良県広域消防組合警 防部警防課救助係主任 井戸本氏 

資料①②③：打ち合わせ資料、資料④：2020年度開催概案 

≪研修会開催予定≫ 

開催日時 ：2021年（令和3年）3月13日（土）  

                               14：00～16：00 

開催場所 ：奈良県広域消防組合消防本部5階作戦室 

開催形態 ：対面 

内容（案）：「放射線測定器の取り扱い方法と特性」 

              株式会社日立製作所 宮川知之 

          「原子力災害時の放射線被ばく」 

              田北病院 小林勝宏 

「サーベイ実習」  

・今後の予定 消防への依頼書  

            1月中案内チラシ作成、2月いっぱい募集 

  1/15消防の方から今年度の参加は中止する旨の連絡が

ありました。参加者については当会のみで開催を進める

方向で、当初の予定通り2/19に中止決心として進めます。

開催形態や経費は変更になることも充分あり得るかと思

います。せっかく良好なコミュニケーションがとれるよ

うな打ち合わせができていたため、できれば消防の方々

にもご視聴してきただける方法を委員会で再考したいと

思っています。 

予算（案）※2019年度開催中止 

 科  目 2018年度 

予算 

2018年度 

決算 

本年度

予算 

収入 参加費 0 0 10,000 

 事業対策費 25,000 19,439 55,000 

 計 25,000 19,439 65,000 

支出 会場費  

会場使用料 

0 0 0 

 旅費交通費

（スタッフ） 

5,000   1,500 5,000 

 通信運搬費 0 0 0 

 消 耗 品 費

（材料費） 

 線源          

タイベック

スーツ 

10,000 7,939 10,000 

40,000 

議事録 
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 印刷製本費 0 0 0 

 賃借料 0 0 0 

 諸謝金 

（講師料） 

10,000   

10,000 

10,000 

 会議費 0 0 0 

 計 25,000 19,439 65,000 

3. 災害対策・対応 

■災害時被災状況連絡体制関連 

・災害発生なし、実動なし 

≪活動方針・行動計画≫ 

・JART災害支援認定診療放射線技師分科会に詳細問い合 

 わせ中 

■災害支援関連 

・災害発生なし、実動なし 

≪活動方針・行動計画≫ 

・既存のJARTマニュアルに沿って地方技師会として進め

られることを精査する 

・奈放技オリジナルのアイデアを考案 

4．広報活動 

・安全管理委員会だより 10/21ネットワーク会議参加記

（小林副会長） 

鹿苑ニュースNo.276掲載 

・医療安全推進センター主催事業案内は通常のスキーム 

 外（承認なし）で実施 

≪活動方針・行動計画≫ 

・安全管理委員会だよりの継続 

・確実な広報活動により、活動の具体化・見える化  

 →会員への周知へ繋げる 

・委員全員がアンテナを持ち、会員に知らせるべき案件 

 を捉える →HPに医療安全情報コーナーを設定 

5. 都道府県技師会単位での被ばく相談について 

 HPに専用コーナーを作成 Q&A集をHP委員にて編集する方針 

審議事項 

 原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会の 

開催・予算案について 

【質疑】 

髙谷会長：医療安全推進センターの研修会に小林副会長

と参加しました。参加報告についてですが、

薬に我々が関わるとなると少なくなります。 

北村理事：参加報告については啓発を含めたものにした

いです。よろしくお願いします。 

(9)  組織関連事項（辻村恭平組織委員長） 

1. 第 5回組織委員会議事録 

議題１．ポスター更新について 

 「せんとくん」使用更新許可申請書に関して、奈良県

観光振興課に提出する。（ 1月中に申請する予定） 

ポスター更新は、CR、CT、がん検診、マンモ、奈放技紹

介編の 5個となる。 

「せんとくん」のロゴの年記については、山口委員から

奈良県観光振興課に問い合わせてもらう。 

ポスター更新の添削は委員長とポスター委員で行う。 

新規更新する分に関しては、年記も含めて更新が必要。

更新の際に申請番号が新しくなる。 

更新期限超過分含めて山口外部委員と会長とで更新手続

きを行う。 

更新しないものに関しては、そのまま使用する。 

パンフレットはそのまま使用する。問題があれば、連絡 

あり。 

2020年度ポスター作成委員会予算（案） 

議題2．4地区合同Web 懇話会について 

開催日時：2021年 2月26日（金） 19：00～20 : 30 

開催場所：Web 開催 

開催内容：医療被ばく・管理元年 宇陀市立病院  

         水晶体被ばく引き下げ 天理よろづ相談所病院 

座 長 ：辻村（JCHO大和郡山病院） 

講演内容：1部 Web講演 2部 討論会 

     3部 Web講演 4部 討論会 

 事前登録制人数制限あり：50回線 

    (施設単位の参加OK→事前登録の際に入力の必要あり) 

  広報  ：ポスターをHPに掲載する（2021年 1月中） 

Web開催 委託業者に依頼する（Zoomで行う予定） 

2020年度 4地区Web合同懇話会予算（案） 

 科  目 2018年度 

予算 

2018年度 

決算 

本年度

予算 

収入 参加費 0 0 0 

 事業対策費 170,000 179,800 82,500 

 計 170,000 179,800 82,500 

支出 技師会展示ポスター 150,000 162,540 82,500 

 交通費（スタッフ） 15,000  17,260 0 

 雑費 5,000 0 0 

 計 170,000 179,800 82,500 

議事録 
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議題3.その他 

    次年度の行事はコロナ禍で未定。理想はオンサイトだ

が、Web 配信も視野に入れる。 

 次年度の行事は、奈良県に提出する必要がある。 

【質疑】 

髙谷会長： 4地区合同Web 懇話会予算について、コスト

が抑えられるとのことでしたが、最新情報は

どうなっていますか。 

辻村理事：税込み25万円くらいになりそうです。リモー

ト配信にすることにより人件費、交通費等が

なくなります。 

髙谷会長：使用ツールはどうなりますか。 

辻村理事：ZOOMを使用します。業者が手配します。 

池口理事：50回線とのことですが、増減はできますか。 

辻村理事：運営側としては上限を設けないと対応できな

い可能性があります。今回は50回線にしてい

ます。この規模でディスカッションができる

か、北村理事に助言をいただいている状況です。 

北村理事：ZOOMはホスト側がグループルームを作れます。

討論時にホストの操作でグループ討論ができ

ます。グループ討論が終われば、ホストが解

除することで再度戻すことができます。業者

の方はよく分かっておられると思います。 

池口理事：50回線だとすぐ埋まりそうではないですか。 

辻村理事：広報がぎりぎりになってしまいますので、50

回線までいくかどうかというところです。各

理事にご協力いただきたいです。 

髙谷会長：施設単位で申し込みをしていただけたらいい

と思います。 

 

Ⅲ 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 

                        （北村未央委員長） 

第 5回プロジェクトミーティング12月22日（火）（Web開催） 

1. プログラム考案（絞り込み・具体化） 

  現状70％でき →次回プロジェクトミーティング（1/25） 

後暫定版提示予定 

2. 会場選定 →検討中 

・今後の予定…会場決定、会場申し込み、予算案、大会

ポスター、HP開設、web 開催準備 

【質疑】 なし 

Ⅳ 常置委員会 

（1） 定款改正等委員会（水野吉将委員長） 

【質疑】 なし 

（2） 表彰委員会（小林勝宏委員長） 

令和 3年度日放技功労表彰候補者について 

過去の対象者すべてを調査した結果、候補者となって

いるも受賞されていない方が多数いることが判明した。

協議の結果、表彰規程を満たしている全ての方々を令

和 3年度本会功労表彰候補者とすることとした。 

奈良県 該当者 1名（13714 河村 吉章 会員） 

【質疑】 

髙嶋監事  ：功労表彰は何についてですか。 

小林副会長：何についてかは載っていませんでした。 

髙嶋監事  ：河村先生は最高の賞である叙勲を受けてお 

            られるので、新たにこのような表彰という 

            のはないと思います。会長に相談して今回 

            は別の方を検討された方がよいです。 

小林副会長：日放技が過去の資料を照らし合わせて、該

当しますと連絡があった次第です。こちら

から報告を挙げてはいません。そのように

日放技にお伝えします。 

髙谷会長：本日の夕方に日放技から連絡がありました。

令和元年度の地域功労表彰に駒木元監事と早

川元副会長が該当しますが、いつ表彰します

か、奈良で表彰する日を決めてくださいとの

ことでした。 

髙嶋監事：地域功労表彰は例年、近畿地域学術大会でお

 科  目 本年度予算 

収入 参加費 0 

 事業対策費 308,000 

 計 308,000 

支出 会場費 会場使用料 0 

 特設ページ設定 110,000 

 事前予約システム利用料 55,000 

 配信機材（PC 1台） 33,000 

 Zoom操作フォロー人件費 110,000 

 雑費 0 

 計 308,000 

議事録 
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こなっていました。それが叶わないというこ

とであれば、持ち越すか、奈良県通常総会で

披露してはどうですか。 

髙谷会長：次回総会を表彰日にします。 

水野監事：例年であればJARTの会長か副会長が来て表彰

していましたが、その点についてはどうです

か。 

髙嶋監事：地域功労表彰ですので、近畿地域ということ

で、近畿地域学術大会や各府県の学術大会、

各府県総会のどこでもよいです。例年は近畿

地域学術大会にJARTの会長、副会長が来られ

ているのでお願いしていました。どこでする

のか奈良県で決めてくださいということです

ので、JARTの方に表彰をお渡ししていただか

なくてもよいです。 

髙谷会長：次回奈良県通常総会で表彰します。 

（3） 海外交流委員会（池口俊孝委員長） 

進捗はありません。 

【質疑】 なし 

（4） その他（水野監事） 

「遊休財産額改善計画書」を作成提出指示があった。

そこで急遽「遊休財産額改善計画書」を作成した。提

出の承認をおねがいしたい。【提出書類の添付】 

【質疑】 

髙谷会長：今年度中にですか。 

水野監事：持ち越しはできません。 

北村理事：別のものにはできませんか。 

水野監事：書類提出済みですので変更できません。 

Ⅴ 審議事項 

(1) 定款第33条に基づく2021年度事業計画、収支予算

並びに資金調達及び設備投資の見込みについて、

県への提出を円滑に行うため軽微な変更がある場

合は会長・財務理事一任で変更する事に対して 

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

(2) 2020年度「診療放射線技師のためのフレッシャー

ズセミナー」の開催・予算案について 

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

(3) HP掲載スキーム改案１について          

               保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

(4) 原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修

会の開催・予算案について 

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

(5) ポスター作製予算案について              

               保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

(6) 4地区合同開催懇話会の開催・予算案について 

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

(7) 第5回定例理事会における報告および審議事項につ

いて           保留【 0】反対【 0】賛成【15】 

Ⅵ 経過事項 

第3回ホームページ委員会       12月21日（日） 

第5回プロジェクトミーティング    12月22日（火）

第3回安全管理委員会（Web開催）    12月28日（月） 

Ⅶ 今後の予定 

第36回日本診療放射線技師学術大会（Web開催） 

                        1月8日（金）〜1月31日（日） 

第4回ホームページ委員会 済生会中和病院  1月15日（水） 

第6回プロジェクトミーティング（Web開催）1月25日（月） 

診療放射線技師の為の「フレッシャーズセミナー」 

（Web開催）            2月20日（土）〜2月28日（日） 

第4回安全管理委員会（Web開催）     2月9日（火） 

第2回近畿地域診療放射線技師会教育委員会議         

                                      2月13日（土） 

第2回近畿地域診療放射線技師会会長副会長会議        

                                      2月13日（土）

4地区合同Web懇話会           2月26日（金） 

原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会       

                                      3月13日（土） 

健康づくり財団 理事会          3月25日（木） 

Ⅷ 次回理事会について （2020年度第 6回定例理事会） 

時間：2021年 3月16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 

 

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。 

2021年 1月19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 


