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ではFPD（フラットパネルディテクタ）を利用したDR（デジタル・ラジオグラフィ）が登場し、撮影スイッ

チを押した数秒後にはモニターで画像が確認できるようになった。撮影条件にしても、ある程度の過不足で

あればデジタル補正により最適な画像に補正してくれるので、失敗の恐れが随分と少なくなった。自動化に

より便利になる反面、近い将来、その便利さに診療放射線技師の仕事がどんどん奪われてしまうのではない

かと心配ではある。そのような中、診療用放射線に係る安全管理体制について、医療法施行規則の一部を改

正する省令が今年の3月に公布され、来年の4月1日より施行されることとなった。この改正により病院等の

管理者に医療放射線安全管理責任者の配置が義務付けられるが、これについては原則として医師・歯科医師

とされているものの、診療放射線技師を責任者としても差支えがないと明文化された。医療法上、診療放射

線技師が責任者として認められたわけである。そこで皆さんには是非この医療放射線安全管理責任者の要職

に就いて頂きたいと思う。診療放射線技師の仕事が、便利さという時代の流れに飲み込まれないためにも、

私たち診療放射線技師が自分たちの手で医療放射線の安全管理、すなわち「被ばくの最適化」という職域を

しっかりと守っていくことが大切である。

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

便利さの先にあるもの

撮ると、現像をしてもらうためにフイルムを写真屋さんに持って行った。当時は写真の出来上がりまでに時

　駅前の写真屋さんが閉店した。思えば写真屋さんは以前に比べ随分と減ったような気がする。昔は写真を

間がかかり、ちゃんと撮れているかどうかはそれまでわからなかったので、残念な写真によく出会ったもの

である。今ではスマートフォンで誰でも簡単に写真を撮る事ができる。撮った写真をその場で確認し、気に

入らなければ何度でも撮り直す事ができたり、写真加工アプリでプロ顔負けの写真に、仕上げることもでき

る。撮った写真はスマートフォンの画面で見るので写真としてプリントすることはない。これでは写真屋さ

んが減るのも当然である。

白かったり（アンダー）黒かったり（オーバー）したので、撮影条件には気を使ったものである。しかし今
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も随分と変化した。一般撮影ひとつを取って見ても、当時はフイルム・増感紙からCR（コンピューテッド・

　以前ある雑誌に、2030年の医療福祉関係の職業別自動化率予想が載っていた。それによると各職業別の自

動化率予想は、医師0.2%、看護師1.3%、薬剤師38.8%、理学療法士0.4%、作業療法士0.1%、栄養士7.3%、と

なっており、診療放射線技師は62.4%であった。医師や看護師などに比べ、薬剤師や診療放射線技師は自動

化が進むと予想されていた。確かに我々診療放射線技師の仕事は、私が診療放射線技師になった頃と比べて

公益社団法人奈良県放射線技師会　常務理事　小林　勝宏

ラジオグラフィ）への移行時期であり、まだCRを導入していない施設では、撮影したフイルムを暗室で自動

現像機に流し、出てくるまでにかなりの時間が必要であった。やっと出て来た写真も、撮影条件によっては
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お知らせ

公社)日本診療放射線技師会　主催　公社）奈良県放射線技師会　開催

業務拡大に伴う統一講習会　開催のご案内

　診療放射線技師法が平成26年6月18日に一部改正され、診療放射線技師の業務内容が拡大

に伴う統一講習会”と称し、厚生労働省の後援のもと、 2日間の日程で開催いたします。

いたしました。それに伴う必要な知識、技能、態度を習得することを目標とし、“業務拡大

　　　　　2019年12月01日(日) 受付9時00分 開始 9時20分〜18時00分

　　　　　　奈良県橿原市大久保町３２０−１１

　　　　　　　詳細はJARTホームページをご参照ください。）

　　　　　　（過去に部分受講された科目は免除となり受講料が異なります。

日　時　: 2019年11月30日(土) 受付9時00分 開始 9時20分〜18時20分

場　所　: 奈良県社会福祉総合センター 5階 大会議室

　本講習は厚生労働省と公益社団法人日本診療放射線技師会が検討したカリキュラムに従い、

都道府県放射線技師会が講習会を運営し、本講習会を全ての診療放射線技師の皆様に受講し

ていただくことを目的として開催いたします。 

 なお本講習会の各都道府県での開催は2019年度で終了いたします。今回の受講を強くお勧

めいたします。

申込方法: 事前登録制　

今回が奈良県で最後の開催となります。

定　員　: 50名 程度 

受講料　: 会員 15,000円　非会員 60,000円 

　　　　　 　JART 情報システム内のイベント申込メニューから申し込み

申込期間: 2019年９月中旬より申し込み開始予定
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　【 本講習会に関するお問い合わせ先 】

　 　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　　TEL:0745-82-0381  　E-mail:konishi@rokuen.or.jp

お知らせ

参加費

申し込み

講　義

場　所

2019.9.21 土

2019年度(公社)奈良県放射線技師会

15:00 17:00
（ 受付 14:30～ ）

奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部

奈良県放射線技師会 会員 無料
非会員 1000円

〒 634-8522 奈良県橿原市四条町840

メールによる申し込みとさせていただきます。

申し込み先メールアドレス kousyuukai@rokuen.or.jp
(件名に「漏洩線量測定講習会申し込み」と記入して下さい)

本文に以下の内容を記載ください。

・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）

※放射線管理士更新ポイント 2.0カウントが付与されます。

１．講義

（講師；髙谷副会長）

２．測定実習
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福利厚生事業案内

福利厚生イベントのご案内

☆秋の福利厚生事業　ハイキング＆BBQ大会

　　去年は肉・飲み物とも、量が少な目で大変失礼いたしました…

　　万障お繰り合わせの上、多数ご参加くださいませ！

　　今年もハイキング＆BBQ大会を開催いたします！

　　今回は反省し、皆様に充分ご満足いただけるよう企画いたします！

　　　　　　・締め切り：１０月９日（水）

　　　　　　小学生以下１０００円、３歳までは無料

　　お申込：以下の内容をokuda@rokuen.or.jp までメールお願いします！

　　　　　　・お名前　・携帯番号（代表者）　・施設名

　　　　　　・会員／非会員／会員家族（お子様は年齢も）

　　　　　　・来場方法：ハイキング／バス／お車（運転者は飲酒不可）

　　開催日：２０１9年10月1３日（日）

　　会　場：天理観光農園

　　時　間：BBQ　１２：００～１６：００　（送迎バスは１１：００天理駅）

　　　　　　ハイキングはJR/近鉄「桜井駅」より、９：００スタート

　　会　費：会員・会員家族３０００円、非会員３５００円

☆第６６回近畿地域診療放射線技師会野球大会

までお願いします。

　　開催日：２０１9年10月２２日（祝）

　　会　場：西宮市 浜甲子園運動公園野球場

　　選手のほか、当日応援のご参加も募集しています！

福利厚生事業に関するお問い合わせは、担当理事 奥田(okuda@rokuen.or.jp)
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学術委員会のお知らせ
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学術委員会のお知らせ
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委員会 イベント名 49／2名

日時 平成31年7月5日 18:30～21:00 2名

場所

委員会 イベント名 20名

日時 2019年7月14日、15日 9:00～18:30 7名

場所

委員会 イベント名 14名

日時 2019年8月2日 17:30～18:30 4名

場所

コメント：

出も動画にで紹介された。

プログラム・内容:：

17:55〜18:20 黃彥寧（Wong Yen-Ning）

多く使われ、非常にわかりやすく作成されて

いた。自分達が見たこと学んだことをうまくま

英語の講演であったが、スライドは日本語が

18:20〜18:30 研修終了証　授与

とめられていた。また、文化交流などの思い

報告者 池口　俊孝
非会員（￥0-）　・　一般市民

奈良県立医科大学附属病院 技局 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

次回11月開催が奈良県での開催最後となる。

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会
海外交流委員会 台湾研修生研修成果発表会 会員（無料）

１人でも多くの方に受講いただけるよう努めたい。

法律改正に伴う業務拡大に対応するための

受講者全員が確認試験に合格し、修了された。

20：00～21：00　　KYT

講習会を開催した。

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会
教育委員 業務拡大に伴う統一講習会 JART会員（¥15,000）

報告者 池口　俊孝
     非会員(￥60,000）

奈良県産業会館　会議室 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

コメント：

プログラム・内容:：

報告者 北村未央
非会員・県外（1,000円）　

高井病院　西館講堂 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

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

学術委員会 奈ラーニング2019 会員／学生（無料）

　　　　　　　　　　　　　　　診療放射線技師のための心停止回避コース～

を築きつつ、和気藹々と盛り上がることができ、奈良県ら

のポイントを学ぶことができた。KYTでは顔の見える関係

17:30〜17:55　陳茹圓（Chin Ru Yen)

プログラム・内容:：

コメント：
学術委員会の新企画。コンセプトは、技師力向上・職能

意識を目的とし、勉強会や学会で取得することが難しい

情報や技能を幅広く学ぶ機会を、技師会としてつくること。

である今回の講演では、技師として急変対応に当たる際

しいスタイルで、第１回目の開催ができた。

18：30～　　受付 

19：00～20：00　　講演

　　　　　　　　　　　診療放射線技師における急変時対応について

　　　　　　　　　　　～RtARS（ラース）

　　　　　　　　　　　JA愛知厚生連　海南病院　　　住田知隆　先生
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委員会 イベント名 111名

日時 平成31年8月18日 10：00～15：00

場所

コメント：

ことができた。

平成31年度　奈良県放射線技師会　組織委員会　南地区懇話会

　　医療被ばく・管理元年

何をすべきか！あなたは知っていますか？

　　　ディスカッション

立体駐車場をご利用の場合、駐車券を中へお持ちください。

無料処理します。（2時間まで無料）

※当日は、ラフな服装でおこしください。

2部　2 0：０0～2 0：４５

1部　１９：００～１９：４５　

基調講演バイエル薬品株式会社　ラジオロジー事業部　山内宏祥様

「線量管理の動向と線量管理システム～Radimetrics～」

開催内容：「　被ばく線量管理、何の準備が必要か　」

近鉄百貨店橿原店 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：

標記のごとく放射線フェスタ2019を開催した。

報告者 髙谷道和

放射線フェスタ　2019
【事業目的】
　県民に向けての健康増進及びがん検診受診率の向上
　の一助となるような情報提供をおこなう。
【事業内容】
　①骨塩定量測定（無料）
　②がん検診受診啓発パネル展示
　③ひばく相談
　④イベント広報（ポケットティシュ・ビラまき)

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 放射線フェスタ　2019 一般（無料）

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

猛暑の中外気温が高くブースへの参加人数の

心配があったが、事前の広報、当日のポケッ

トテッシュ配布、館内放送等、ご協力のお陰

で111名の参加をいただき昨年度実績を上回る
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業務拡大に伴う統一講習会を受講して

ていこうと思いました。今回得たことを今後の検査に十分活かしていき、患者様が安心して

した。針の抜針の実習では受講者同士で行い、講師の方の指導を賜りながら、造影剤投与後

の患者さんの針の抜針の一連の流れを学びました。ただ針を抜くだけでなく、造影剤による

かなければならないと思いました。また、模擬ファントムを用いた肛門にカテーテルを挿入

アレルギー様症状がないかや、抜針後の針を患者さんの近づけないようになど気をつけてお

医療を受けられるようにしていきたいと考えました。

する実習では、直腸肛門角を意識しなければ、直腸を傷つけることになり兼ねないため、注

意しなければならないと教わりました。特にこの検査は患者さんにとっては非常に恥ずかし

い思いをする検査であるため、なるべく手早く、また患者様が女性であるなら、女性の看護

師についてもらうなど、十分患者様に配慮した上で行わなければならないと分かりました。

　今回の講習会では、学ぶところが非常に多く、これで終わることなく更に自分でも勉強し

　この統一講習会では、CTやMRIのインジェクターを用いた造影剤の投与や静脈路確保され

ている針を抜針する行為、IGRTや下部消化管検査時に肛門にカテーテルを挿入する行為など

に関することを座学に加えて、抜針行為とカテーテル挿入の実習も行われました。講義は全

国で同様の内容になるようDVDを放映する形式で行われました。レジュメは見やすく作られ

ており、講義のテンポも良かったため、着実に知識を得つつ、話を聴いていくことができま

参加記

　私は7月14日、15日に奈良県で行われた業務拡大に伴う統一講習会を受講しました。この

講習会は診療放射線技師法改正に伴い、拡大された業務を安全かつ正確に実施するために行

われています。私もその業務内容に関する知識を身に着け、患者様に安全かつ質の高い医療

を提供するためにも今回の講習会の受講を決断しました。

奈良県立医科大学附属病院　中央放射線部 下田 純平
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にしても対応できないと思います。そのため、この機会をきっかけに引き続き学び、訓練な

どにも参加し自信をもって対応できるようになりたいと思いました。

あるため、急変時の対応は他人事ではないですし、1回聞いて学んだだけでは実際目の当たり

うかもわからないし、心臓マッサージを始めないといけないかどうかもわからず、応援をた

だ待ってしまう結果になると思いました。状態は加速度的に悪化するため、いかに早く気付

けるかが重要であり、早く気付くためには研修に参加することも必要だと思いました。滅多

に起こることがないからこそ、知識とシミュレーションが大切であり、患者様を守るために

も、自分の身を守るためにも自信を持って対応できないといけないと思いました。

　危険予知トレーニングでは、普段行なっているCT検査に潜む危険を改めて考えることが

できました。当直中など何気なく技師1人で造影検査を行っているが患者様に細心の注意を

払っていないと医療事故につながると改めて感じました。また、グループに分かれ話し合

うことで、他の病院のやり方や普段話をする機会がない諸先輩方と話しをすることができ、

普段の勉強会とかまた違ったいい機会となりました。

　私も当直の際は、少ない人数で造影検査を行うことや状態の悪い患者様を検査することが

良いかわからないです。もし1人で担当していたら医者を急いで呼ばなければならないかど

参加記

奈ラーニングに参加して

済生会中和病院　村島陽明

　第1回奈ラーニングに参加させていただきました。今回のテーマは“急変時の対応につい

て”で、JA愛知厚生連海南病院の住田先生のご講演と、危険予知トレーニングでした。

　まず、住田先生のご講演では、医師・看護師の応援を呼んで駆けつけるまでの技師しかい

ない2〜3分の重要性や、急変してから心臓マッサージを1分しないと生存率が10%ずつ減って

いくことを知りました。また、応援が来るまでの間に何もせずに患者が亡くなると病院が訴

えられるだけでなく、個人が訴えられることがあるとおっしゃられていました。

ABCDを確認していく際に、気道を確認するには発声や胸の動き、呼吸音を確認し、循環異常

はCRT（capillary refilling time）が延長することなど、知らなかったら何を確認すれば
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がお子様と一緒に来場され、「このタペストリーお父さんが作ったんだよ」と笑みを浮かべ

　また来場者の中には、奈良県放射線技師会の会員でもありポスター作成委員会の委員の方

ながらお子様にMRI検査の説明をされている光景を垣間見る事が出来ました。フェスタ開催

に当たっては準備等苦労も多々ありますが、また次年度も皆様のご協力を得ながら、「県民

のための公益事業頑張ろう！」と思った次第です。

　文末になりましたが、今年も色々とご配慮、ご協力頂きました近鉄百貨店橿原店様、組織

なっており来場者数の心配もありましたが、骨密度測定111名、また多くの方々にブース内

に足を運んでいただき掲示パネルをご覧いただきながら、がん検診、放射線を使用した検査

の説明をさせて頂く事ができ、放射線フェスタ2019の開催目的である「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」は十分に達成できたと思ってお

ります。　

委員会スタッフ・理事の方々に感謝申し上げます。有難うございました。

いた骨密度測定（無料）・パネル（以下タペストリー）を用いたがん検診の紹介及び放射線

検査の説明・被ばく相談員による医療被ばく相談等をおこないました。

　検査説明用には、昨年度ポスター作成員会により一新されたタペストリーを掲示し使用し

ました。このタペストリーは検査モダリティーにより個別に作成されておりサイズもA0番と

サイズも大きくとても見やすく作成されています。当日は外気温が高く天気予報では猛暑と

参加記

組織委員会公益事業放射線フェスタ2019開催報告

JCHO大和郡山病院　髙谷道和

　2019年8月18日（日曜）「組織委員会公益事業放射線フェスタ2019」を開催いたしました。

今年も昨年同様に近鉄百貨店橿原店様のご協力により、1階メビウスホールにて超音波を用

11
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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　　　　 2．奈良県放射線技師会関係

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

3．日本診療放射線技師会関係

・各都道府県会長交代連絡

　鳥取県、山形県、愛知県、兵庫県

・全国会長会議（6/1）から報告

① 療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

　・診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定につい

　　て、2020年4月1日（水）施行されることになった。

　１）病院等の管理者は「医療放射線安全管理責任者」を

　　　配置すること。

　２）診療用放射線の安全利用のための指針の設定。

　３）放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の

お花 5,000 5,000

雑費 5,130 504

合計 75,000

会場費

講師謝金

使用備品代

ワイヤレスマイク(無線)2本

「患者安全から質向上をめざす組織へ」藤田医科大学病院

　医療の質管理室長、安田あゆ子先生がご講演される。

　

　担当理事から報告。

　て開催。

・慈済科技大学（台湾）から黃彥寧（Wong Yen-Ning）

　陳茹圓（Chin Ru Yen)の放射線技術科3年生2名、研修

　受け入れを開始。期間:2019年7月2日〜8月2日（ 来日

　期間:6月30日〜8月4日）NPO法人奈良国際交流協会

（nakamaro）の協力のもと、担当理事を中心に遂行中。

　7月1日（月）ウェルカムパーティを開催。

・2019年10月18日（金）令和元年度第1回奈良県医療安全

総会の収支決算報告を下記に示す。

備　考決算(円)予算(円)

総会開催費 75,000

　　　安全利用のための研修。

　福祉総合センターにて開催した。

 1. 会長報告

(1)奈良県関係

Ⅰ. 議案（報告事項）　

この後、担当理事から詳細に報告していただきます。

それでは、2019年度第2回定例理事会を始めます。

大に伴う統一講習会」が開催されました。

海外交流事業、慈濟科技大學（台湾）から研修生2名を受

け入れ、7月2日（火）から研修が開始されています。

どうぞよろしくお願い致します。

・5月25日（土）第6回（通期66回）通常総会を奈良県社会

定数確認（第30条） 　研修センターにて開催される。趣旨は「県内医療機関の

　医療安全と医療の質の向上に資するため」、講演内容は

その内容に関してはこの後ご報告させていただきます。

今年度当会の事業として、福利厚生事業事業「ボウリング 　ャーズセミナー」を奈良県社会福祉総合センターに

大会」、教育事業「フレッシャーズセミナー」、「業務拡

し上げます。はじめに、6月1日（土）、東京の日経ホール

において日本診療放射線技師会第80回通常総会が開催され

翌日2日（日）全国技師会会長会議が開催されました。

　推進センター講演会が奈良県立病院機構医療専門職教育

　は参加人数が少ないため、残念ながら中止となった。

地震（震度6強）に被災された方々には心からお見舞い申

・6月16日（日）日本診療放射線技師会主催「フレッシ

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

・6月 4日（火）第13回奈良県健康づくり財団理事会が

　奈良県健康づくりセンターにおいて開催。

・会長挨拶

・6月 9日（日）福利厚生事業「ボウリング大会」が

合　計 75,000 70,375

　　　　　日浦之和、秋山敬純

日　　時：2019年7月16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、

　本日は業務等でお忙しい中、2019年度第2回定例理事会

　大和高田市「オプトボウル」にて開催。情報交換会

4,100 4,100

にご参集頂きありがとうございます。この度、山形県沖

100 100

PCプロジェクター 3,600 3,600

スクリーン（床置き式） 300 300

持ち込みPC電気料 100 100

理事会議事録

（公社）奈良県放射線技師会

2019年度第2回定例理事会議事録

　　　　　髙谷道和、北村未央、奥田孝直、小西隆雄、

　　　　　菊谷勇仁、池口俊孝、竹中智士、野儀明宏、

6,370 6,370

50,000 50,000 取締役

ダイナミックマイク(有線)1本 300 300

卓上ｽﾀﾝﾄﾞ

支 出
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・公益社団法人奈良県放射線技師会　

    春の厚生事業　ボウリング大会

奈良県大和高田市オプトボウル　 2019年 6月 9日（日）

・第2回組織委員会　 JCHO大和郡山病院

2019年 6月19日（水）

・2019年　第1回　業務拡大に伴う統一講習会

奈良県産業会館　　　2019年7月14日（日）・15日（月）

　千代田テクノル　　　FB News  No.510  No.511

Ⅱ．副会長の活動報告

(髙谷副会長)

・公益社団法人奈良県放射線技師会 　

　　第6回通常総会（通期66回）

奈良県社会福祉総合センター　2019年 5月25日（土）

・第80回　公益社団法人日本診療放射線技師会定時総会

日経ホール　 2019年 6月 1日（土）

【他団体からの発刊物】

（一社）奈良県医師会　　　　　

　　　　「奈良県医師新報」vol.808　vol.809

（一社）奈良県臨床検査技師会　

　　　　「奈臨技ニュース」No.301　No.302

　　　　「日本歯技」6 June 2019　7 July 2019

（一社）奈良県薬剤師会　　　　

　　　　「会誌」第180号2019年6月

　　について検討すべきである。

⑦医療事故調査制度の概要と日本診療放射線技師会の

　対応について

⑧災害支援認定診療放射線技師制度について

　災害における会員被害調査および義援金取り扱いに

　ついて

⑨医師の働き方改革を目的とした診療放射線技師への

　タスクシフトについて

　厚生労働省からヒアリングにて提示。

⑩JART執行理事の出張等に関する内規についての説明

　　　　　　　　　2019年3月31日現在

　・大阪ハイテクノロジー専門学校　2019年4月開設

　・静岡医療科学専門大学校　　　　2018年4月開設

⑥平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金

　「医療機器の保守点検指針の作成等に関する研究」

　　　　　　　　　　　　　熊代副会長（研究協力者）

→　CT装置およびMR装置の保守点検指針の作成するにあ

　　たり、機種により異なる内容であったり、その他の

　　製品群は対象外であったことから保守点検の在り方

　「東京放射線」2019年6月号 Vol.66 No.773 奈良県社会福祉総合センター　2019年 5月25日（土）

　「東京放射線」2019年7・8月号合併号 Vol.66 No.774 ・第80回　公益社団法人日本診療放射線技師会定時総会

（公社）福井県診療放射線技師会　 日経ホール　 2019年 6月 1日（土）

　　　　会報「すいせん」145号

⑤新設の養成校 （公社）日本歯科技工士会　　　

【他府県からの発刊物】 ・西地区懇話会    JCHO大和郡山病院　　

　「東京放射線」2019年 5月号総会特集号 Vol.66 No772 　　第6回通常総会（通期66回）

（公社）福岡県診療放射線技師会　会誌　第341号

③技師教育について　→　臨床画像学（新設）4単位 　　評議委員会終結時まで）

（公社）広島県診療放射線技師会　RTjournal No.51  2019年 6月21日（金）

（一社）山梨県診療放射線技師会 「山梨放射線」No.41  (松岡副会長) 

（公社）東京都診療放射線技師会 ・公益社団法人奈良県放射線技師会 　

④業務拡大に伴う統一講習会の実施状況

　→　実施回数：141回

　　　受講者数総計：会員14,006名　

　　　　　　　　　　非会員797名（近畿44.31％）

　　　奈良県：266名（437名）60.87％　

理事会議事録
4．近畿地域診療放射線技師会関係

　　　のための方策。

　４）放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線

　　　量の管理及び記録

　　　その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善

　１）兵庫県の会長交代、清水操会長→後藤吉弘会長

【発刊物】

　　が示された。 （公社）大阪府診療放射線技師会　大放技会報　No.326

（準備）医療放射線安全管理責任者講習会（案）を2019年 （公社）京都府放射線技師会　　　　年報「平成30年」

　10月13日（日）14（月）AP浜松町で開催予定。 　　　　　　　　京放技ニュース　5/2019（通算709号）

　・6月の第13回理事会において、奈良県健康づくり財団

②医療被ばく低減施設認定について　 　　の監事（今回当番）に当会、松岡孝明副会長が推薦

　→　94施設（2019年6月現在） 　　された。（任期2年：2019年6月24日～2021年6月定時

　目的は①医療放射線安全管理責任者を育成する。②診療 　　　　　　　　　　　　　　　　7/2019（通算710号）

　用放射線の安全利用のための指針のひな形を提示する。

　③中小病院、診療所を含む医療機関に対する情報提供。  5．医療関連団体関係
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　　　　　　　　医療法人 拓誠会 辻村病院 　　

　　　　　　　　　　　　　　　→ グランソール奈良

正会員47名　非会員30名　他  6名

（５）異動

5月24日　奈良CT　Conference　6月定例研修会(6/21)

5月24日　2019年度組織事業　西地区懇話会(6/21)

5月24日　奈ラーニング2019(7/5)

6月11日　第49回　奈良CR勉強会(6/12)

6月11日　第79回　関西地区CR研究会(6/22)

　　　　　　　　名前（旧姓：中川）、自宅住所、学歴

5月23日　46065　富阪　直人　勤務先　

5月13日　56366　坂本　裕嗣　自宅住所

5月18日　37090　木村　幹郎　

6月24日　奈良県消化管撮影技術研究会

　　　　　　　　　　　　　　第318回定例会(8/23)

　2）完了

5月18日　大和なでしこ　第8回特別講演会(5/11)

（３）転入

　　　なし

（４）転出

　　　なし

（２）退会 （11）イベント・カウント申請、完了

　　　なし 　1）申請

6月30日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 （公社）奈良県放射線技師会正会員　436名

70285　市川　琴葉 （1月15日　第4回定例理事会時440名）

市立奈良病院   備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連

6月29日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

70281　井上　弓絵

公益財団法人　天理よろづ相談所病院

6月 3日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

70012　下田　純平

奈良県立医科大学附属病院

奈良県会員  443名　仮会員  4名　(7月9日現在）

　　　　　　　　　　　お父様ご逝去のため弔電(6/17)

（10）会員数

　　（公社）奈良県放射線技師会正会員  444名

（5月7日　第1回定例理事会時  436名）

　　　備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連

5月31日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 　　　なし

69999　渡部　沙織 　　　弔事

独立行政法人地域医療機能推進機構　大和郡山病院

5月31日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 　　　なし

69998　菊井　沙記 （９）慶事・弔事

医療法人　康仁会　西の京病院 　　　慶事

　　　6月16日　28996  薮内　安成　

5月23日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 〒635-0817 奈良県北葛城郡広陵町大字寺戸621-1へ　

69882　佐藤　彩花 名称変更及び移転　

医療法人　康仁会　西の京病院 （８）賛助会員

5月17日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 → 〒639-2101奈良県葛城市疋田676番地1へ移転　

69817　岡西　梨江 5月23日　医療法人健康支援三恵　三恵診療所

医療法人　田北会　田北病院 → 医療法人健康支援三恵　三恵クリニック    　

5月11日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認 → 医療法人仁誠会  奈良セントラル病院へ　　　

69775　福田 涼香 5月1日より名称変更

公益財団法人　天理よろづ相談所病院 5月14日　医療法人興生会　吉本整形外科・外科病院

1．総務関連事項（小林勝宏常務理事） 5月14日　医療法人但馬会　田口病院

   5月1日から7月9日まで → 医療法人但馬会 田口クリニックへ名称変更　 

（１）新入会員【承認事項】 5月14日　医療法人仁誠会　奈良リハビリテーション病院

5月14日　近畿大学医学部奈良病院

Ⅲ．常設委員会 → 近畿大学奈良病院へ4月1日より名称変更　    

・第2回学術委員会　　     　　　　　　　　　　　　　　 勤務先、会誌等送付先

奈良県立医科大学附属病院　　　2019年 6月12日（水） （６）新規施設登録

・2019年　第1回　業務拡大に伴う統一講習会 　　　なし

理事会議事録
・公益社団法人奈良県放射線技師会　 6月 1日　 61055　山下　哲児　自宅住所

    春の厚生事業　ボウリング大会 6月 4日　 58355　勝山　治光　メールアドレス

奈良県大和高田市オプトボウル  2019年 6月 9日（日） 6月28日　 59794　東　慎之介　メールアドレス、

奈良県産業会館　　 2019年7月14日（日）・15日（月） （７）施設情報変更
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（その他、学術大会関連費用）

  記念品はなし

▶方針

・会場費の負担が例年より大きくなるため、

　　　　　②KYT

▶決算報告

　　　なし

2．財務関連事項（山田卓実財務担当理事）

【質疑】

▶今後の予定

・中間報告（別紙.1）

 7/1～8/31　演題募集（目標10演題）

 7月中　　　実行委員決定

テ ー マ：「あなたならどう動きますか？」

内　　容：①診療放射線技師における急変時対応について

3．学術関連事項（北村未央学術委員長）

（１）奈ラーニング2019について

開催日時：2019年7月5日（金）19:00～21:00（18:30受付）

場　　所：高清会　高井病院　西館講堂

正会員49名　非会員  2名　他  2名

正会員26名　非会員  9名　他  0名

7月9日　奈ラーニング2019(7/5)

　大会ポスター、講師等　未決

・会員研究発表演題募集要項　完成

　　HP掲載・抄録ダウンロード設定済み

　※6/19付で秋山理事より配信済み

（12）その他

　　　　　講師　JA愛知厚生連　海南病院　住田知隆先生

　　　　　～RtARS　診療放射線技師のための

　　　　　　　　　　　　　　　心停止回避コース～

理事会議事録
〇審議事項　 ・なし5月28日　公益社団法人奈良県放射線技師会

　　　　　　　　　　第6回通常総会特別講演会(5/25)

（２）奈良県放射線技師会学術大会2019について正会員39名　非会員  0名　他  0名

6月24日　奈良県消化管撮影技術研究会

　　　　　　　　　　第31回特別講演会(6/15)

　　　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

正会員23名　非会員 15名　他  3名

6月26日　2019年度組織事業　西地区懇話会(6/21)

　　　テ ー マ：「診療放射線技師をとりまく医療情報

　　　　　　　　　環境　～医療界でのIT活用～」

6月26日　奈良CT　Conference　6月定例研修会(6/21)

正会員16名　非会員  2名　他  0名

▶進捗状況

正会員60名　非会員 19名　他　0名

6月29日　第49回　奈良CR勉強会(6/12)

・テーマ決定

・プログラム、ランチョンセミナー、シンポジウム、

 8/1～　　　大会ポスター広報開始

 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 今年度予算 今年度決算 

収入 参加費（非会員 1,000 円） 10,000 2,000  

  事業対策費 65,000 65,000 

  計 75,000 67,000 

 

支出 会場費 会場使用料 0 0 

  会場備品費 0 0 

  講師謝金（交通費込み） 40,000 40,000 

  交通費（学術委員 12） 10,000 7,380 

  会議費 ― ― 

  印刷費 10,000 5,600 

  通信費 5,000 ― 

  雑費 5,000 0 

 消耗品費 5,000 ― 

  計 75,000 52,980 

 

 科  目 前年度予算 前年度決算 本年度予算 

収入 参加費 10,000 12,000 10,000 

 事業対策費 340,000 340,000 340,000 

 計 350,000 352,000 350,000 

支出 会場費 会場使用料 40,000 41,380 120,000 

     会場備品費 10,000 8,600 40,000 

 謝金（講師・座長・シンポジスト） 60,000   28,000 50,000 

 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   17,200 40,000 

 会議費（シンポ・抄録・拡大） 30,000 27,060 30,000 

 印刷費 60,000 46,445 60,000 

 通信費 ― ― ― 

 雑費 10,000 2,785 10,000 

 消耗品費（記念品） 100,000 104,540 ― 

 計 350,000 276,010 350,000 

 

支出 懇親会 新入会員負担金 50,000 20,000 50,000 

受援 ランチョンセミナー お弁当・お茶 （140 食） 

140,000 

（140 食） 

140,000 

未定 
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【質疑】

奈良県放射線技師会学術大会2019

・ランチョンのお弁当代について

▶今後の予定

（４）2020年度近畿地域診療放射線技師学術大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in奈良について

　　開催日時：2021年2月14日（日）

　　場　　所：THE KASHIHARA（仮押さえ）

  なし

▶進捗状況

　　　　　　としても使い道がない。飲食代は別で考えな

　　　　　　いといけない。

北村理事　：カンパを募るという形ではどうか。

松岡副会長：仮にカンパを募ったとしてもそこから弁当代

　　　　　　は出せない。広告費を講師料や会場費などに

　　　　　　使うのは問題ないが、飲食代に使用する事は

　　　　　　出来ないので、そういう形で収入を増やした

〇審議事項　 ・なし

・松岡副会長より委員の人選と招集

▶方針

・2月近畿地域学術大会in京都での広報と会長挨拶

　　　　　　う形で協力して頂く、または会員にお弁当代

　－業務改善提案書

　提案書2）奈ラーニングについて　

　平成29年度第5回定例理事会（3/20付）にて提出　

北村理事　：今年のランチョンはメーカーの協力が得られ

　　　　　　ないため、お弁当140食分の予算をどう捻出

　　　　　　するかが問題。会員から会費を貰うと会場代

　　　　　　に10万円掛かってくるので、案としては展示

　　　　　　ブースを設け、メーカーにブース出展料とい

                  ～健康なくらしのために～」

（３）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　

　　　　　　しては使用できない。

　　　　　　は、監査の時に確認できるものがないため無

　　　　　　しての収入は可能だとしてもそれを飲食代と

　　　　　　理かもしれない。

北村理事　：抄録集に広告を載せてはどうか。

山田理事　：それであれば可能かもしれないが、広告費と

　　　　　　を頂くなどを考えている。

髙谷副会長：お弁当代は頂いていいのではないか。

北村理事　：お弁当代となると希望者だけになるので、数

山田理事　：懇親会と同じ扱いになると思うので、技師会

　　　　　　の会計とは全く別である。

　　　　　　う項目が会計に計上されることについては問

北村理事　：ちなみにメーカーからブースの料金を頂くの

　　　　　　は何にあたるのか。

水野会長　：広告費ではないか。

学会参加費区分と参加費について（以下、昨年度例） 　・学術研究助成制度規定・細則の件

理事会議事録

1）学術委員会から定款改正委員会へ改定願いについて

○審議事項　　・学術大会2019予算案について

　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

（５）その他

2）事業改革案について

　　　　　　　　　　　　　　　　＜継続審議＞

・次年度学術大会2020　日程　第1候補：10月25日（日） 　　　　　　　　　　　→本年度より始動　完遂

　・講師料等内規の件

山田理事　：ブース展示を広告費という名目で計上するの

　　　　　　量などのコントロールが大変だが、それは学

　　　　　　術委員会で何とか考える。お弁当代実費とい

　　　　　　題ないか。

　今後はレンタル会社を検討

▶方針

・次年度以降の引継ぎを見越し、野儀理事を主導に

　進める予定

・現行のパーテーション借用については今年度までとし、

・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

  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 高橋秀一（中央検査室技師長）

            【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）

▶進捗状況

  なし

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、ランチョンメーカー、

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 
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3)　基礎技術講習会（一般撮影）

　　日　時：2019年9月1日（日）9：30～17：30

　　　　　　休憩時間などの空いた時間に流して頂こう

　　　　　　と思う。

髙嶋監事　：ポスターとなると予算的に厳しいのでは。

北村理事　：A4のビラで考えている。それであれば

　　　　　　1000枚2000円程度である。

・画像等手術支援分科会認定講習会について

池口理事　：講習会の運営はJARTの分科会が行うので、

4)　画像等手術支援分科会認定講習会

　　会　場：奈良県立医科大学附属病院　臨床第一講義室

　　　　　　講師の先生を呼んだ時にお弁当代を頂くのに 　　　　　　角田 和至（中井記念病院）

　　　　　　は違和感がある。予算的に出せるのであれば 　　開催責任者：水野 吉将

　　　　　　出したらいいと思う。 　　スタッフ　：池口 俊孝、野儀 明宏

北村理事　：予算計上として何にあたるのか。

・2020年度近畿地域診療放射線技師学術大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　in奈良について

山田理事　：おそらく公2だと思う。

　漏洩線量測定講習会について

4．教育関連事項（池口俊孝教育委員長）

水野会長　：JART７号の掲載内容（会場、募集人数）に

　　　　　　誤りがあり、訂正をお願いしてある。

北村理事　：ビラを撒こうと思っている。それと動画を

北村理事　：2月の京都で行われる近畿学術大会の会長の

　　　　　　あいさつは決定事項なのでそれまでに会場

　　　　　　を決めておかなければならない。 （２）奈良県放射線技師会関連

　　　なし

【質疑】

髙嶋監事　：広報の方法について、もう一度教えて頂き

　　　　　　たい。

　　※支出は全てJARTからの支払い

　　　　　　講師の水代と同じ扱いになる。

北村理事　：それでは参加費、お弁当代ともに頂かないと

　　　　　　いうことにする。

　　受講者数　：27名

　　会　場：奈良県社会福祉総合センター

理事会議事録
山田理事　：カンパを募ったとしても、そのカンパで得た 　　受講者数：19名

　　　　　　収入は必ず使用しないといけない。かつ、そ

　　　　　　のカンパを募った金額以外の技師会のお金と

　　　　　　して公益事業に何パーセント使わないといけ

　　　　　　ないという決まりがあるので、むしろカンパ

　　　　　　を貰うと苦しくなる。

北村理事　：今年はランチョンがメーカーの協力が望めな

医療コミュニケーション 30分

小林　勝宏 医療安全講座 50分

竹中　智士 感染対策講座 50分

髙谷　英明 気管支解剖・胸部撮影講座 120分

　　　　　　い事や、会場が大ホールになったため会場で

講　　師 内　　　容 時　間

池口　俊孝 エチケット・マナー講座 30分

池口　俊孝

水野　吉将 技師会活動について 30分

上野山監事：お弁当代については、奈良県放射線技師会は

　　　　　　る。その場合参加費区分に当てはめるとどち

　　　　　　らになるのか。会費やお弁当代を頂いてもよ

　　　　　　いか。

　収支報告

・県外講師の学術大会参加費区分と参加費について

北村理事　：今回は県外の講師、座長が増える可能性があ

　　　　　　討する。

髙嶋監事　：この話は以前にもあったが、講師は会費を頂

　　　　　　かない。

　　　　　　公益ではあるが予算に共益の部分もあるので、 　　講　師：高谷 英明、松岡 孝明、

　　　　　　飲食できない等いろいろと問題が多い。

　　　　　　近畿地域学術大会でもランチョンは問題にな

　　　　　　ると思うので、そのあたりも含めもう少し検

　1) 2019年度　フレッシャーズセミナー

　　日　時：2019年6月16日（日）9：50〜17：00

　　会　場：社会福祉総合センター　大会議室

2)　2019年　第1回　業務拡大に伴う統一講習会

　　日　時：2019年7月14日（日）、15日（月）

　　会　場：奈良県産業会館

　　日　時：2019年9月29日（日）9：00～18：10

　　　　　　奈良県放射線技師会は会場提供のみで、ス

　　　　　　タッフ協力などの依頼は来ていない。

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

  予算  決算  

収 入  0  0  

支 出 会場使用料 5,340  5,340  

 設備使用料 4,300  6,150  プロジェクタ・マイク他 

 実習器材費 3,000  2,104  マスク・エプロン・色鉛筆他 

 講師スタッフ昼食代 6,000  4,600 講師 4 名、会長 

収支計  18,640  18,194   
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　　　　　　２位 西地区                      

　　　　　　３位 北地区                      

　　　　　　４位 南地区                      

　　　　　　のはどうか。

北村理事　：文中の施設名も法人名から載せるのか

104.0pt

　　　　　　出ているものや、医療機器の保守点検指針

　パスワードを変更しました。

　鹿苑メールにログイン出来ない事例が生じた為、

　　　　　　　　　鹿苑季刊誌第103号

　2019年 7月 9日現在　以上を掲示しました。

　　　　　　いが、投稿された文章で法人名が省略されて

上野山監事：こちらで出す文章は正式名称に統一すればよ

　　　　　　いる場合、こちらで正式名称に直すかどうか

　　　　　　は検討した方がよい。

　　　　　　ングで2年ごとに変更していくのはどうか。

・HPの充実化について

北村理事　：以前よりお願いしているHPの充実化につい

　　　　　　て、例えば画像等手術支援が認定になるこ

　　　　　　とも周知されていないし、厚生労働省から

　　　　　　（会員:15名、会員家族:6名、非会員:2名）

・場所；オプトボウルタカダ

7．福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）

（１）春の福利厚生事業について

　【実施・収支報告書】

・参加者数　ボウリング大会23名

　　　　　　の方々が取得出来るようにして頂きたい。

　【ボウリング大会】＊会費制

・日時；2019年6月9日（日）15：00～

・地区対抗　優勝 東地区                      130.4pt

119.6pt

109.6pt

・鹿苑メールのログインパスワードについて

秋山理事　：鹿苑メールのログインパスワードが今まで

　　　　　　一度も変更されることなく同じものを使い

　　　　　　続けているので、今後理事が変わるタイミ

　2019年 6月15日　サーベイメータ貸出停止について

　2019年 6月15日　奈良県放射線技師会学術大会2019

　　　　　大和高田市東雲町14-14  TEL 0745-25-0210

　　　　　　の作成等に関する研究などの情報を、会員

【質疑】

理事会議事録
（６）ホームページ（秋山敬純ＨＰ委員長）

　2019年 5月 9日　JUN.2019放射線診療学術講演会

　開催予定

　開催日：2019年9月21日（土）15時から17時

　講　師：髙谷英明副会長、船戸泰希、旭合力

　広　報：本会ホームページ、infoメールを活用して

　2019年 5月 9日　奈良県放射線技師会組織委員会 

　　　　　　　　　西地区懇話会

　2019年 5月20日  奈良県放射線技師会

　　　　　　　　　春の厚生事業「ボウリング大会」

　2019年 5月22日　業務拡大に伴う統一講習会

　2019年 6月11日　奈良CR勉強会　関西地区CR研究会

　　教育関係　業務拡大統一講習会開催報告・案内

　なし

6．広報関連事項（菊谷勇仁広報委員長）

（１）鹿苑ニュース270号発行について

　・9月初旬発行予定　原稿8月23日締め切り

収　入 　　事業対策費 21,500

支　出 　　講師謝金

　2019年 6月25日　奈ラーニング資料

　2019年 6月25日　2019年度年間事業予定　　

　2019年 6月26日　第4回画像等手術支援分科会

　　　　　　　　　認定講習会（奈良県開催）

20,000

　　スタッフ交通費 1,500

収　支

　　内　容

　　巻頭言　小林理事

　　学術関係　奈ラーニング開催報告・参加記等・案内等

　　組織関係　放射線フェスタ開催報告・参加記等

　　　　　　のが望ましいと思うが、学術大会のパンフレ

　　　　　　ットなどは書面数などもあるので、省略しな

　　　　　募集を図る。

　会　場：奈良県立医科大学附属病院予定

　予算収支案

0

・関西広域連合関連

　　　　　　ければいけない場合もある。その場合は、法

　　　　　　人名は省略して記載などの一文を載せておく

　　　　　　　参加記等

　　福利厚生　バーベキュー大会案内等

　　危機管理　漏洩線量測定講習会案内等

　　2019年度第2回定例理議会会議録掲載

　　その他

（２）その他

　　　各施設名の検討事項

【質疑】

菊谷理事　：鹿苑ニュース269号において、施設名間違い

　　　　　　高田市立病院→大和高田市立病院。

・各施設名の検討事項について

菊谷理事　：各施設正式名にて掲載希望あり。今後議事録

　　　　　　と鹿苑ニュースは各施設法人名から載せる。

髙谷理事　：基本的には正式名として法人名から掲載する
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・男性個人　優勝 小林勝宏（田北病院）　　　　

　　　　　　２位 鎌田　翼（JCHO大和郡山病院）

            ３位 猪田敏行（天理よろづ相談所病院）　

・女性個人　優勝 宮西みき（天理よろづ相談所病院）

　　　　　　２位 木島沙織（市立奈良病院）    

            ３位 市川琴葉（市立奈良病院）    

　講演内容：1部　基調講演：バイエル薬品株式会社　

　座　　長　：竹中理事　辻村外部委託委員 ・今年の主催者意向としては「祭り」なので笑いを取り

③ふれあい・いきいき祭り「ふれあい・いきいき祭り

　　　　　～橿原市健康と福祉の祭典～」

　参加人数　：会員　18名　非会員　2名 ・骨測定器がレンタルできない中、集客案は何かあるか？

　いれてほしい

　　　　　　　「ペースメーカー編」なぜ、ダメなの？

　　　　　　　1部　基調講演　アボットジャパン 　　　　　　②　X線検査の紹介

　　　　　　　2部　フリーディスカッション

　開催場所　：JCHO　大和郡山病院　３階講義室 　開催場所：橿原万葉ホール

　　　　　　事前準備  5日（土）

　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

　開催日時　：2019年6月21日（金）19：00～21：00

② 南地区懇話会について

　予算案　　：別紙

　詳　細　　：後援名義使用申請承認：奈良県　橿原市

　その他　　：スクラブ（医療用術衣）を着用する。

8．組織関連事項（髙谷道和組織委員長） 　する方向ですすめる。

　針が出ていないので対応策を理解するためにシリーズ化

　　　　　　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）

　・日　時；2019年10月13日（日） 　　　　　　「線量管理の動向と線量管理システム

　　　　　　　　　ラジオロジー事業部　山内宏祥先生  「ハイキング・バーベキュー大会」

   23,754円を厚生事業費より支出（施設利用費補助等）

  ・参加記；髙谷英明（国保中央病院）

  【懇親会】＊参加者少数により本年度は開催なし。

(２）秋の福利厚生事業について　

理事会議事録
議案

　事業内容　：骨密度測定・放射線知識の普及・啓発・

① 放射線フェスタについて

　　　　　　　受診率向上の一助となるような情報提供 

　開催日時　：2019年8月18日（日）10：00～15：00

　開催場所　：近鉄百貨店橿原店　1Fメビウスホール

　事業目的　：県民に向けての健康増進及びがん検診 

159.0pt

153.0pt

　開催内容　：MRセーフティチェック

　外部委託委員：山口長志郎　辻村恭平(書記) 　　　　　　先事項である。

開催報告

・会計報告 　　　　　　　検査画像紹介等

　被ばく相談：

　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

　　　　　　　　　　　　　　何の準備が必要か」

　座　長　：菊谷理事

　開催内容：テーマ「被ばく線量管理、

　開催日時：2019年6月19日（水）19時～ 　南地区、北地区、東地区懇話会と、内容を具体的に深め

　2019年度第2回　組織委員会

　組織委員：菊谷勇仁　竹中智士　野儀明宏　秋山敬純　 　　　　　　らうことも可能

　　　　　　線量管理として、CT・アンギオ・RIは、最優　　　　　　池口俊孝（医療安全）　髙谷副会長

1. 西地区懇話会 　開催日時：2019年10月6日（日）10：00～15：00　

　提案事項：北地区懇話会では、4社（案）に講演しても

145.5pt

132.5pt

119.5pt

115.5pt

　委員長　：髙谷道和

　開催場所：JCHO大和郡山病院　5階会議室

・次年度より医療被ばくの線量管理が義務化されるが、指

　・会　場；天理観光農園 ～Radimetrics～」

　　　　　　2部　ディスカッション

　（特に職場長が求めている背景がある）

　ていく。

収入     支出     

会費 34,500   施設利用費 
 

29,600 

      商品代その他   28,654 

合計 34,500   合計 
 

58,254 

            

差額（支出―収入）     23,754 
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松岡副会長：前回の理事会で北村学術委員長より学術委員

　　　　　　会とは別に準備委員会を立ち上げて欲しいと

　　　　　　の要望があったので、今後、特別委員会の方

　　　　　　に移譲させて動かしていく。進捗としては準

理事会議事録
・マンモグラフィーの自己触診の要員として、大和なで 　黃彥寧（Wong Yen-Ning）

　しこより4名協力を依頼する。（謝金あり） 　陳茹圓（Chin Ru Yen）

・ワークステーションを使用してIVRのデモ動画を放映し、   2019年7月29日　　　　　  高清会　高井病院

　IVRの手技を実際に実体験してもらうのはどうか。 　2019年7月30日〜7月31日   天理よろづ相談所病院

・高精細モニターで、3D画像を表示するのはどうか。 　研修機関および研修施設

・ラジエーションハウスのドラマを放映するのがよい 　2019年7月 2日〜7月25日　 奈良県立医科大学附属病院

　のではないか。 　2019年7月26日　　　　　  国保中央病院

　　　次年度の公益事業の素案検討

・8月の組織委員会で、具体的につめていく。 （４）その他

　その他集客に向けて検討。 ・名誉会員について（第3回定例理事会にて決定予定）

　（秋山理事よりバルーン等の、準備可能との回答）

　研修報告会（開催予定）

検討：来年万葉ホール改修工事のため、 　日時：2019年8月 2日（金）17時30分〜

　　　ふれあい・いきいき祭りの開催は未定 　場所：奈良県立医科大学附属病院　技局

【質疑】

松岡副会長：ラジエーションハウスのドラマを放映すると

　準備委員会の設置について（前回からの検討事項）

次回　第3回組織委員会　2019年8月21日（水）

　　　JCHO大和郡山病院　5階会議室　19時～

・次年度いきいき祭りが行われない場合の対応として、 ・議事録等への会員所属機関名の表記について

　放射線フェスタを近鉄百貨店奈良店で行うのはどうか。 　（前回からの検討事項）

・公益事業には、全理事参加が望ましいと思われる。 ・近畿地域放射線技師会学術大会、奈良県開催に向けての

北村理事　：ピンクリボンアドバイザーの認知が低いので、 　　　　　　今後の予定としては2019年9月頃に第1回の準

　　　　　　被ばく相談員の横にピンクリボンアドバイザ

　　　　　　ーを置いて頂き、その立場から検診の促進、 　　　　　　京都大会でチラシや動画による広報を考えて

　　　　　　啓発を行い、ピンクリボンアドバイザーの認

　　　　　　備委員会を開催したいと考えている。2月の

　　　　　　いるので、12月から1月にはチラシやCM動画

　　　　　　いうのは著作権などの問題があるので許可が 　　　　　　備委員を選出した。例年どおり理事と学術委

　　　　　　必要である。 　　　　　　員で構成してある。日時は2020年2月14日で

髙谷理事　：検討する。 　　　　　　決定。場所はザ橿原ホテルを仮押さえ済み。

（１）定款改正等委員会（松岡孝明副会長）

　　　特記事項なし。

（２）表彰委員会

　2019年6月7日（金）2019年度第1回表彰委員会を

　奈良県立医科大学附属病院経営対策室にて開催した。

　　　　　　知も高めていきたい。

9．特別委員会

　　創立70周年に向けて組織検討中。2022年開催予定

10．常置委員会

　慈済科技大学　放射線技術科3年生 　　　　　　このメンバー以外にも経験者はおられるので

　　　　　　相談しながら決めていきたい。

（３）海外交流委員会（池口俊孝委員長）

　海外研修生受入

　期間:2019年7月2日〜8月2日 　　　　　　度要領のわかっている人がメンバーに入ると

　　　　（来日期間:6月29日〜8月4日） 　　　　　　進行がスムーズに進むというところもある。

　　　　　　で選出した。

北村理事　：この案だと学術委員の会議体が２つになった

　　　　　　だけである。ただ、学術委員のようなある程

　　　　　　学術委員という事だが、特別委員会を作っ

　　　　　　た経緯からすると趣旨から外れるのではな

　　　　　　いか。

松岡副会長：実行委員会を編成するのはまだ先になる。

　　　　　　まずは準備委員会を立ち上げないといけない

　　　　　　ので、今回は理事を中心としたこのメンバー

　　　　　　の作成を予定しているので、11月にも準備委

　　　　　　員会を開催したい。

水野会長　：今後の予定のところで、2020年9月の会長会

　　　　　　議にプログラムを出さないといけないので、

　　　　　　プログラム（案）はそれまでに作成してほ

　　　　　　しい。それと、委員会のメンバーが理事と

20



鹿苑ニュース 2019年9月10日

理事会議事録
Ⅳ．審議事項 業務拡大に伴う統一講習会

（1）奈良県放射線技師会学術大会2019予算案について （京都府・和歌山県） 2019年 7月14日（日）・15日（月）

（3）放射線フェスタ予算案について

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 Ⅵ．今後の予定

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 第2回定例理事会

（2）漏洩線量測定講習会予算案について      奈良県立医科大学厳橿会館  特別会議室 

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 2019年 7月16日（火）

　　　　　　　　　　学術大会準備委員会について 業務拡大に伴う統一講習会（兵庫県）

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 2019年8月10日（土）・11日（日）

（6）第2回定例理事会における報告および 放射線フェスタ　 近鉄百貨店橿原店

（4）令和元年度第1回奈良県医療安全推進センター 業務拡大に伴う統一講習会（大阪府）

　　　　　　　　　　　　講演会への後援について 2019年 ７月27日（土）・28日（日）

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 第3回学術委員会 奈良県立医科大学附属病院経営対策室

（5）近畿地域診療放射線技師会 　2019年 8月 7日（水）

Ⅴ．経過事項 基礎技術講習会（一般撮影）

（公社）奈良県放射線技師会第6回通常総会（通期66回） 奈良県社会福祉総合センター　2019年 9月 1日（日）

　　　　奈良県社会福祉総合センター　大会議室  2019年度第1回近畿地域診療放射線技師会会長会議

　　　　　　　　　　審議事項等についての承認 2019年 8月18日（日）

保留【 0】反対【 0】賛成【15】 第3回組織委員会

JCHO大和郡山病院　5階会議室  2019年 8月21日（水）

2019年度全国会長会議　　                     大宮ソニックシティ（さいたま市）

JART事務所（東京都）   2019年 6月 2日（日） 2019年9月14日（土）～16日（月）

第13回健康づくり財団理事会　 第3回定例理事会

2019年 5月25日（土）           （公社）大阪府診療放射線技師会事務所　 

第80回日本診療放射線技師会定期総会　 2019年 9月 7日（土）

日経ホール（東京都）   2019年 6月 1日（土） 第35回（公社）日本診療放射線技師会学術大会（埼玉県）

福利厚生事業「ボウリング大会」　オプトボウルタカダ 奈良県立医科大学附属病院　　 2019年 9月21日（土）

　   2019年 6月 9日（日） 南地区懇話会

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   大和高田市立病院　　 2019年 9月27日（金）

奈良県健康づくりセンター   2019年 6月 4日（火）        奈良県立医科大学厳橿会館 特別会議室 

第1回表彰委員会 奈良県立医科大学附属病院経営対策室 2019年 9月17日（火）

2019年 6月 7日（金） 漏洩線量測定講習会

第2回組織委員会 JHCO大和郡山病院　5階会議室 万葉ホール　  2019年10月 6日（日）

 2019年 6月19日（水） 福利厚生事業（ハイキング＆BBQ）

第28回日本医療マネジメント学会 天理観光農園　  　 2019年10月13日（日）

2019年 6月12日（水） 画像等手術支援分科会認定講習会

フレッシャーズセミナー 奈良県社会福祉総合センター 奈良県立医科大学　　　2019年 9月29日（日）

   2019年 6月16日（日） ふれあい・いきいき祭り「健康と福祉の祭典」

西地区懇話会 JCHO大和郡山病院     奈良県立病院機構医療専門職教育研修センター

2019年 6月21日（金） 2019年10月18日（金）

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県） 第66回診療近畿地域診療放射線技師会野球大会

            奈良支部幹事会・運営委員会 第47回日本放射線技術学会　秋季学術大会（大阪府）

       国保中央病院　緩和ケア病棟ASUKAホール グランキューブ大阪　　　2019年10月17日～19日(土）

2019年 6月19日（水） 令和元年度第1回奈良県医療安全推進センター講演会

業務拡大に伴う統一講習会 レントゲン博士Ｘ線発見週間イベント

奈良県産業会館　　2019年 7月14日（日）・15日（月） イオン西大和店　2019年11月 4日（月）

2019年 6月29日（土）30日（日） （兵庫県） 2019年10月22日（火）

奈ラーニング2019　　高清会　高井病院 （公社）奈良県放射線技師会学術大会2019　

2019年 7月 5日（金） 奈良県社会福祉総合センター　2019年10年27日（日）
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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

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

日本放射線技術学会近畿支部学術大会（兵庫県）

県民公開講座   奈良県橿原文化会館

（公社）奈良県放射線技師会「御用納め」 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。

近畿地域診療放射線技師会囲碁大会（大阪府）

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

2019年 7月16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

理事会議事録
業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県） 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

2019年11月 3日（日）・4日（月） 2020年 3月17日（火）

大阪府診療放射線技師会学術大会 会計監査       奈良県立医科大学附属病院  経営対策室

2019年11月17日（日）  2020年 4月 3日（金）

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 （公社）奈良県放射線技師会第7回通常総会（通期67回）

2019年11月19日（火）               奈良県社会福祉総合センター　大会議室　 

 2020年 5月30日（土）

2019年11月30日（土）・12月 1日（日） Ⅶ．次回理事会について　

    2019年9月17日（火）19時00分～

2019年11月30日（土）・12月 1日（日）

2019年12月 7日（土）     場所　奈良県立医科大学　厳橿会館　特別会議室

    第3回定例理事会

2019年12月15日（日）

以上

　　　　　2019年12月15日（日）

2019年12月 7日（土）・8日（日）

2020年 1月19日（日）

2019年度第2回近畿地域診療放射線技師会

京都府放射線技師会学術大会

2020年 1月21日（火）

2020年 2月 2日（日）

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）

業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県）

2020年 2月 9日（日）

2020年 2月10日（月）・11日（火）

2019年 2月22日（土）・23日（日）

業務拡大に伴う統一講習会（大阪府）

2019年度原子力災害時の放射線被ばくの防止に

2020年 3月 7日 （土）

                                関する研修会

おいて、９月２７日予定の南地区懇話会の開催場所の名称が誤って記載されました。

よって、開催場所の名称の情報を下記のとおり訂正いたすとともに、関連せれた方々にご迷

惑おかけしたことに、心よりお詫び申し上げます。

【誤】高田市立病院　　→　【正】大和高田市立病院　

お詫びと訂正
　過日に発行しました鹿苑ニュース２６９号におきまして、理事会議事録（２６ページ）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 0 0% 150,000 0 0% 0

旅費交通費 100,000 0 0% 150,000 0 0% 0

通信運搬費 10,000 0 0% 10,000 0 0% 300,000 0 0%

消耗品費 50,000 0 0% 70,000 0 0% 0

印刷製本費 200,000 0 0% 50,000 0 0% 1,000,000 0 0%

賃借料 150,000 0 0% 0 0 0

諸謝金 200,000 0 0% 150,000 0 0% 0

支払手数料 5,000 0 0% 5,000 0 0% 5,000 0 0%

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 0 0% 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 0%

研究助成費 0 300,000 0% 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 0 0%

旅費交通費 200,000 0 0%

通信運搬費 200,000 0 0%

消耗品費 50,000 0 0%

印刷製本費 80,000 0 0%

支払手数料 5,000 0 0%

雑費 993,108 0 0%

法人会計

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

○総会講師費　50,000円　法人会計　総会費より支出

別表1

2019年度　 7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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鹿苑ニュース 2019年9月10日

　・「レントゲン週間イベント」

場　所 ：かしはら万葉ホール
催し物 ：各種がん検診のご案内

診療放射線技師の仕事紹介

ご来場をお待ちしています

場　所 ： イオン西大和店　２F

催し物 ： 骨密度測定（無料）

　　　　　　　10：00～15：00

各種がん検診のご案内

診療放射線技師の仕事紹介

日　程 ： 2019年11月4日（月）

私たち（公社）奈良県放射線技師会は、

県民の皆様向けのイベントを行っています。

・「橿原市ふれあい・いきいき祭り」

　　　　　　　10：00～15：00
日　程 ：2019年10月6日（日）

県民の皆様へ

イベントのご案内

24


