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巻頭言

働き方改革について
（公社）奈良県放射線技師会

会長

水野

吉将

今年は大阪北部地震、西日本豪雨、相次ぐ台風の襲来で近畿圏が被災しました。
そういうなかでいろいろと災害に対する考え方を各個人で見直しをしなければならないと痛感し
ました。豪雨、台風、地震等で被災された方々には、心からお見舞い申し上げます。
今回は私のなかで気になっている『働き方改革』について尐し考えました。『働き方改革』は、
2016年に安倍内閣が掲げた「一億総活躍社会」を実現するための最大のチャレンジと位置づけら
れた政府主導の取り組みのことです。一億総活躍社会とは、尐子高齢化が進んだ将来において、
あらゆる立場の国民が、職場で、地域で、家庭でそれぞれの能力を発揮して活躍でき、生きがい
を感じることができる社会のことです。現在、将来の労働力不足問題を解消するためには、出生
率の上昇、労働者数の増加、生産性の向上などの対策が求められています。そのために、労働時
間の制度や意識、労働環境の整備、非正規雇用者の処遇などの改善が不可欠であると考えます。
そこで、働き方改革関連法は、雇用対策法や労働基準法など、労働規制にかかわる一連の法律の
改正を通して、労働者が多様な働き方を選択できるような社会を目指して作られました。その中
で、特に注目する点は①残業時間の上限規制、時間外労働の上限が月100時間、年720時間に設定
され、月45時間を超える月は6ヶ月までかつ複数月平均80時間を上限とする。②有給休暇取得の
義務化、年間10日以上の有給休暇がある労働者が5日以上の有給休暇を取得することが義務づけ
られる。③勤務間インターバル制度として、勤務の終業時間と始業時間の間に一定時間インター
バルを置くことを定める。④産業医の機能強化、事業者が衛生委員会、産業医に対して健康管理
に必要な情報を提供すること。⑤高度プロフェッショナル制度の創設、高度に専門的な職務に就
き、一定の年収を有する労働者について、本人の同意などがあれば労働時間等の規制の対象外と
することができる。という内容の『働き方改革関連法』が2019年４月から施行されることから、
以下のような事になると考えられています。長時間労働やサービス残業を余儀なくされている業
界・企業の労働者にとって、労働時間が削減され、有給休暇や休息時間を取りやすくなり、家庭
生活やプライベートな時間に余裕が生まれ、身体だけでなくメンタル面の健康も増進することに
なるであろう。その結果、労働の質や生産性の向上、うつ病などの発症や過労死のリスクが減る
ことにもつながるでしょう。また、非正規雇用や低賃金の労働者にとっても、待遇が改善される
ことにより、より安定的に働き続けられるようになることが期待されます。結果的に、これらは
経営側にとっても安定した労働者の確保や生産性の向上につながると考えられています。しかし、
本当にそうなのでしょうか。とにかく、管理職、マネジメントを駆使する側としては非常に悩ま
しい法律であると思います。我々の職種においても特殊な勤務体制のため、この法律をうまく受
け入れられるのか疑問であります。どうぞ、会員の皆様も一度、ご自分の職場環境の見直しを踏
まえて考えてみてください。
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会

・平成30年度

第二回

業務拡大に伴う統一講習会

日

時：平成30年12月8日（土）、12月9日（日）

会

場：奈良医大

定

員：40名

会

費：会員

厳橿会館３階大ホール

１５，０００円，

非会員

６０，０００円

県民公開講座
開催日時：平成31年1月27日（日）13：30～16：45
会

場：奈良県橿原文化会館小ホール

テ ー マ：『肺炎の診断と予防
講

～健康なくらしのために～』

師：放射線技師の立場から（一般撮影・CT）
高井病院 西久保直嗣会員
：歯科衛生士の立場から（口腔ケア）
奈良県歯科衛生士会 米田衣代先生
：医師の立場から（診断・治療）
天理よろづ相談所病院 野間惠之先生
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福利厚生事業案内

福利厚生ベントのご案内
☆第３０回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会
開催日：平成31年1月2０日（日）
会

場：かんぽの宿 奈良

平成元年度から始まったこの大会
30回記念大会で、奈良県開催となります！
選手募集中！

現会員のほか、過去にご出場頂いた

元会員様のご参加もお待ちしています！（参加費 現会員：無料 元会員：1,500円）
当日応援のご参加、県内ですので多数お待ちしています！

☆新年情報交換会（県民公開講座終了後）
開催日：平成31年1月2７日（日）
会

場：未定

厚生事業に関するお問い合わせは、厚生担当理事奥田(okuda@rokuen.or.jp)までお願いします。

皆様多数の参加お待ちしております！
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福利厚生ハキング＆ＢＢＱ参加記

平成３０年度

ハキング＆ＢＢＱに参加して
高井病院

吉田

祐羅

皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。と、最近はやりのYouTuberのあいさつを
真似してみました。
この度、二年ぶりにハキング・BBQに参加させていただきました。しかしながらハキングは
私のコンデゖション丌良のためとても「残念」ではありますが辞退させていただきました。結論か
ら申し上げますと、とても充実した最高の一日でした！！
当日は台風による影響が心配されたのですが私は「晴甴爵」ですので大丈夫だろうと思ってお
りました。結果はまさに秋晴れ、最高のハキング・BBQ日和になりました。ハキングに参加できな
い分ゴール地点にて最高のビールを注ぐこと、おいしくお肉を焼くことに全力を尽くそうと思いま
した。（準備途中にビールサーバーからおいしいビールがちゃんと出てくるのか味見したのは私と
玉井さんだけの秘密です。）
万全の準備を整えて待っていると、ハキンググループの皆様が続々とゴール地点へやってき
ました。「お疲れ様です！」と居酒屋のゕルバトで鍛えた生ビールそそぎを披露しつつお渡しし
ました。
そして待ちに待った乾杯の瞬間、あいさつとともに「乾杯！」の声がこだましました。私はお腹が
減っていたためビールでのどを潤しつつお肉をつまみながら焼いていました。まさに最高の瞬間
です！私自身奈良県では三つの病院で勤務していたこともあり知り合いも多く、以前お世話にな
った先輩方やかわいい後輩たちとたくさん話すことができました。楽しい時間はあっという間に過
ぎて行ってしまうものです。そうこうしているうちに抽選会が始まりました。実は私、なにも持って
帰らなかったことがないぐらいの強運の持ち主です。なにか当たるのだろうと思い、コメントを考え
ていました。そして見事名前がよばれ景品の数字が書いてある割りばしを引きました。が、割りばし
には数字ではなく「かんそう」という四文字が書かれてあり、初めは乾燥わかめかなと思いました。
しかし「感想文～！！！」と聞こえ「あー ,そっちかー！」と叫んでしまい考えていたコメントは酔
いとともに吹っ飛んでいきました。
といった経緯で現在感想文を書いております。今振り返ってもとても最高の一日だったという
のが最後以外伝わったでしょうか？この最高の企画を準備、開催していただいた関係者の皆々
様に感謝申し上げます。最後に俳句で締めたいと思います。
奈放技に

入ってよかった 最高だ

-4-

鹿苑ニュース

平成30年（2018年）11月10日

福利厚生近畿地域診療放射線技師会野球大会参加記

第65回近畿地域診療放射線技師会野球大会に参加して
大和高田市立病院

土井

康平

平成30年10月14日、兵庨県にあります浜甲子園運動公園にて開催されました近畿地域診療放
射線技師会野球大会に参加させて頂きました。昨年は雨で中止になり2年ぶりの開催で、昨年から
チームに加入させて頂いた私は待ちに待った、初の技師会野球大会でした。当日は晴天に恵まれ
絶好の野球日和になり、体力が尽きるまで楽しくプレーできました。
近畿6チームのトーナメントで、初戦は滋賀でした。2年ぶりの技師会チームでのプレーというの
もあり、最初はじたばたしてしまい先制を許す展開になりましたが、3番打者のホームランを機に、
逆転し勝利をおさめ、2回戦に進みました。2回戦は優勝候補の大阪でした。2回に1点を許し、そこか
らは投手戦になりました。打線も相手の投手を打ち崩すことができず、1－0で負けてしまいました。
私も投手を助けるような一打を打てず、好投した投手に申し訳ない結果になりました。惜しくも決
勝には行けませんでしたが、3位決定戦では、なかなか足が動かなくなってきた中、総力戦で勝利
をおさめ、3位になることができました。
日頃、勉強会などで顔を合わせる方々とチームを組み、奈良県代表として野球をすることは楽
しく、すごく充実した１日でした。この交流を今後にも活かしていきたと思います。今回の大会では
3位という結果でしたが、優勝できるぐらいのメンバーが揃っていると感じました。来年の大会で
は新たな戦力を探し加えて、優勝を目指したいと思います。
最後に、今回技師会野球大会の準備、運営をして頂きました奈良県放射線技師会の皆様感謝申
し上げます。
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組織ベント参加記
「平成30年度ふれあい・いきいき祭～健康と社会福祉の祭典～」に参加して
大和高田市立病院

宮路

華奈

10月21日、かしはら万葉ホールにて開催された「平成30年度ふれあい・いきいき祭～健康と社会
福祉の祭典～」に参加しました。
橿原市の健康づくりおよび社会福祉の啓発を目的とする総合的な情報提供ベントで、キッズ
広場や、バザー、体力測定コーナー、健康相談コーナーなど、小さなお子様から、高齢者の方まで
対象にした様々なベントや展示がありました。
奈良県放射線技師会では、昨年度と同様に、展示ブースを設けさせていただき、マンモグラフゖ
疑似体験コーナー、がん検診啓発パネル展示の出展をしました。展示パネルは本年度から一新さ
れとても見やすく、来場者の方々も熱心にご覧になっていました。
マンモグラフゖ疑似体験コーナーでは、乳がん検診を受診したことのない方の中には、痛みの
強さや恐怖など、「検査に対して丌安がある」との意見がありました。実際、乳房模擬フゔントムを
着用してもらい、検査の説明やポジショニングの流れを体験していただくと、丌安などが解消さ
れ、「このような検査なら今度乳がん検診受診してみます！」とおっしゃって下さる方もいました。
疑似体験コーナー以外にも、自己触診のビデオ観覧や、マンモグラフゖ画像の説明なども行いま
した。「マンモグラフゖの検査は受けているが自己触診方法がわからない」という方や、「毎年この
ブースに自己触診ビデオ見に来ています！」という方などもおり、ビデオを見ながら実践されてい
る方も多くみられました。また、ビデオを見てもらいながら乳房フゔントムを触ってもらい、しこりの
触れ方などの体験をしていただきました。しかし、「しこりが触れても良性・悪性がある」場合や、
「痛みや、しこりなどなくてもマンモグラフゖなどの検診を受けるとがんが見つかる場合などもあ
る」と、マンモグラフゖ画像を見てもらいながら説明すると、納得された表情をされ、検診の大切さ
を伝えることができたと思います。
今回の活動を通して、まだまだ検診を受けていない方がいることがわかり、このような活動を
することで検診に対する丌安を解消し、一人でも多くの方に検診の大切さが伝わればと思います。
最後に、今回のベントにあたりご協力いただきました方々に厚く御礼申し上げます。
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組織ベント
「平成30年度ふれあい・いきいき祭～健康と社会福祉の祭典～」
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ベント開催報告
委員会 危機管理
報告者 小西隆雄

イベント開催報告書
漏洩線量測定講習会
イベント名
日時
平成30年9月15日 15:00～17:00
奈良県立医科大学附属病院
場所

公益社団法人奈良県放射線技師会
会員（無料）
10名
非会員（￥1000）
0名
ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：
開催日 ： 平成30年９月15日（土）15時～17時
会 場 ： 奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部
講 師 ： 髙谷英明、船戸泰希、旭合力
① 講義 法律について
測定について
測定結果について
② 実習 電離箱式サーベイメーターを使用して、各撮影室の
漏洩線量測定実習

コメント：今年の参加者は10名でしたが、
実習では全員が測定器を手に取り、意見交換を
行いながら、密度の濃い実習が出来ました。

イベント開催報告書
イベント名 秋の福利厚生事業 ハイキング＆BBQ大会
日時
平成30年10月7日
9：00～16：00
報告者 奥田孝直
ハイキング：帯解駅～ BBQ：天理観光農園
場所
プログラム・内容： ハイキング（9:00～） BBQ（12:０0～16:00）
委員会 福利厚生

公益社団法人奈良県放射線技師会
会 員
28名
会員家族／非会員
11名／3名
ポスター・チラシ・写真等掲載欄

ポスター等貼
付欄

写真貼付
欄

コメント：
恒例となりましたハイキング＆BBQ大会を開催い
たしました。秋晴れの暑気の中、会員家族様もふ
くめ42名ものご参加で盛会となり、会員相互の親
睦をより深めて頂きました。

委員会

組織

報告者 髙谷道和

イベント開催報告書
北地区懇話会
イベント名
平成30年10月12日 19：00～21:00
日時
市立奈良病院 会議室
場所

公益社団法人奈良県放射線技師会
会 員（無料）
38名
非会員 （無料）
4名
ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：

コメント：

コメント： 表記テーマにて北地区懇話会を開催し
た。参加者は42名と多数の参加をいただき、講
演・ディスカッションともに各施設間での取り組み
や疑問点等活発な討議ができ、懇話会の目的で
もある施設間での交流が実践できたと考える。
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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
会 員
イベント名 第65回近畿地域放射線技師会野球大会
19名
平成30年10月14日 9：00～16：30 （内訳：選手14名、応援5名）
日時
報告者 奥田孝直
兵庫県 浜甲子園運動公園野球場
ポスター・チラシ・写真等掲載欄
場所
プログラム・内容： 野球大会（9:00～）
委員会 福利厚生

コメント：
第65回近畿地域放射線技師会野球大会に
参加いたしました。奈良県チームの地力と結
束により、3位の結果を収めました。応援にお
越しいただいた皆様にも感謝いたします。

委員会

組織

報告者 髙谷道和

イベント開催報告書
イベント名 平成30年度 ふれあいいきいき祭り
平成30年10月21日 10：00～15：00
日時
かしはら万葉ホール
場所

公益社団法人奈良県放射線技師会
会 員（無料）
14名
一般（無料）
250名
ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：
組織事業
平成30 年度ふれあい・いきいき祭り～橿原市健康と社会福祉の祭典～
１．マンモグラフィ疑似体験
2．各種がん検診の啓蒙活動
3．がん検診パンフレット・ポケットテッシュ配布
マンモ疑似体験については「大和なでしこ」より派遣のインストラクター4名が
一般者50名にマンモグラフィ装置を用いた説明及び疑似体験、PC及びマンモ
ファントムを用いて自己触診法の説明をおこなった。また各種がん検診啓蒙・

コメント：

啓発、放射線検査画像のパネル展示をこない説明及び質問等に対応した。

本年も公益事業橿原市ふれあいいきいき祭りに参
画をした。実績としてはブース来場者及びマンモグ
ラフィ疑似体験ともに昨年度同等の来場者であっ
た。この取り組みが少しでも奈良県のがん検診受
診率向上につながればと考える。

実績：ブース来場者（マンモ疑似体験を含む） 250名

・
日
場

疑似体験 50名

「レントゲン週間イベント」
程 ： 平成30年1１月３日（土・祝）
10：00～15：00
所 ： イオン西大和店 ２F
各種がん検診のご案内
診療放射線技師の仕事紹介
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ご案内（技師会後援）
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理事会議事録
（公社）奈良県放射線技師会
平成30年度第3回定例理事会議事録

組織委員、理事は報告可能になり次第（各自余裕があるよ
うになってから）危機担当理事へ報告することついて、
「災害時の情報収集報告について」報告手順および報告書

日

時：平成30年9月18日（火）19時00分～21時00分

場

所：奈良県立医科大学

厳橿会館

を作成しました。ご確認をおねがいします。

特別会議室

出席理事：水野吉将、髙谷英明、松岡孝明、小西隆雄、

水野会長：流れとしては、先ず組織委員長に情報を集めて、

髙谷道和、奥田孝直、北村未央、小林勝宏、

それを危機管理担当理事に報告する。危機管理

菊谷勇仁、池口俊孝、竹中智士、野儀明宏、

担当理事は会長に報告し、会長から地域理事と

日浦之和、秋山敬純

日放技に報告する。

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

北村理事：現在、危機管理担当の小西理事が理事全員に被
害状況を確認しているが、今後は髙谷組織委員

・会長挨拶

長に組織委員（地区担当理事）がそれぞれの状

本日は業務等でお忙しい中、平成30年度第3回定例理

況を報告したらいいということか。

事会にご参集頂きありがとうございます。

水野会長：そうです。

理事会開始前に、相次ぐ台風の近畿への襲来による災害、

北村理事：「被災した会員」とあるがこの「被災」とは何

北海道の震度7という大地震に被災された方々に対しまし

のことを指すのか。

て心よりお見舞い申し上げます。今後、もし「单海トラ

水野会長：自分及び会員が被った（家や家族も含む）被害

フ」がと思いますとどのように対処したらよいのか考え

の情報です。被災直後はそれどころではないと

させられます。

思うので、ある程度落ち着いてから、事後報告

それでははじめに、8月19日近鉄百貨店橿原店にて、

で構いませんので報告お願いします。

「放射線フェスタ」を開催しました。今年度から当会
組織委員が担当することになりました。天候にも恵まれ、

(2)奈良県放射線技師会関係

広報の浸透が良かったのか、それぞれの対応に追われる

担当理事から報告。

充実した一日だったと思います。準備等でお世話をおか
けしました髙谷道和委員長と組織委員、理事の方々には

(3)日本診療放射線技師会関係

感謝申し上げます。理事の皆様には、今後も学術大会な

・7/28（土）29（日）（公社）日本診療放射線技師会事務

ど順次遂行されますが、準備等を整えて開催されますこ

所（東京都）における「地区責任者ワークショップ」およ

とをお願い申し上げます。そして、9月21日～23日の間、

び平成30年度第1回全国地域連絡協議会（全国会長会議）

山口県下関市において、第34回（公社）日本診療放射線

に参加。会長会議の内容について。

技師学術大会が開催されます。参加される理事の皆様に
は開催期間中は自己研磨等に努めていただきたく思いま

水野会長：医療被ばく低減施設を全国で250施設（各都道

す。何事にも気を付けてご参加お願いいたします。

府県5施設）確保したい。奈良県は現在1施設

それでは、平成30年度第3回定例理事会を始めます。

（近大病院）のみ。次に、都道府県における

どうぞ、よろしくお願い致します。

養成校設立の動きについて。4年制大学として
順天堂大学、森ノ宮医療大学の新設。福岡県、

定数確認（第30条）
出席理事15名、出席監事2名

大阪府、岡山県、静岡県の4年生専門学校の設
定款30条により、理事会の

立。具体的な名前は出ていなが、おそらく大阪

成立が宣せられた。

は新大阪の大阪ハイテクノロジー専門学校だと

議事録作成人ならびに署名人の指名

思う。次に業務拡大における統一講習会の受講

議長（第31条）：水野吉将会長

率について。2018/5/31現在：39％（奈良県：

議事録作成人

52％）。ほかに柔道整復師法一部改正法案に対

：小林勝宏常務理事

する反対表明決議について報告を受けた。

議事録署名人（第32条）：髙嶋敏光監事、上野山文男監事

小西理事：養成校設立の話は奈良県にはないのか。
議案（報告事項）

水野会長：ありません。中澤会長にも確認をしたがないと
の事。

１．会長報告
(1)奈良県関係

髙嶋監事：県にも確認したのか。

・前回にも提案した事案ですが、今後近畿6府県及び県内

水野会長：確認していない。

で震度5強以上、大雨洪水による被害が発生した場合、危

髙嶋監事：奈良県に専門学校を作るというような話を聞い

機担当理事は組織委員会を通じて被災状況を把握し会長に

ているので、県に確認を取っておいたほうがい

報告する。危機担当理事から被害状況の調査を依頼された

いと思う。
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理事会議事録
水野会長：一度確認を取ってみます。ちなみにJARTはその

北村理事：ここで各府県の会長には認知してもらえると

情報は知らない。

いう解釈でいいのか。

【他府県からの発刊物】

髙嶋監事：女性担当理事がそこに入っている県とそうで

（公社）福井県診療放射線技師会
会誌「すいせん」142号

ない県があるので、おられるところは担当理
「ふぁっと福井」39号

事が各理事会で内容等を伝えて頂けるが、お

（一社）香川県診療放射線技師会

られないところは、その情報を共有してまた

会誌「Image Scope Kagawa」第48号

吸い上げも同じようにするという事。

（公社）静岡県放射線技師会

【発刊物】

会誌「しずおかジャーナル」Vol.128(通巻202号)
（公社）福島県診療放射線技師会

（公社）大阪府診療放射線技師会

大放技会報

No.321

（公社）滋賀県放射線技師会

「福島放技ニュース」Vol.165

滋放技ニュース第343号

（公社）神奈川県放射線技師会

（公社）京都府放射線技師会

「KART」Vol.71 No.2 Jul.2018 275

京放技ニュース 通算699号、通算700号

（公社）大分県放射線技師会
「大分放射線」第112号（夏号）

(5)医療関連団体関係

（公社）秋田県診療放射線技師会

報告事項はありません。

「LATITUDE 40N 通巻66」
（公社）埼玉県診療放射線技師会
RADIOLOGICAL

【他団体からの発刊物】

SAITAMA No.3 2018

第66巻253号

（一社）奈良県医師会

（公社）東京都診療放射線技師会
東京放射線

2018年9月号 Vol.65 No.764

（一社）栃木県診療放射線技師会

「奈良県医師新報」7

vol.798

「奈良県医師新報」8

vol.799

（一社）奈良県臨床検査技師会

情報誌「あすたーと」Vol.44

「奈臨技ニュース」

（公社）福岡県診療放射線技師会

No.291、No.292

（一社）奈良県歯科衛生士会

情報誌FART NEWS第27号

会誌第50号

（公社）日本歯科技工士会

（一社）北海道診療放射線技師会

会報

2018年9月

「日本歯技」8 August 2018

（公社）富山県診療放射線技師会

会報

Voi.88

「日本歯技」9 Sep

2018

2018

千代田テクノル
(4)近畿地域診療放射線技師会関係

FB News

2018⑧ No.500、2018⑨ No.501

・9月8日（土）大阪府診療放射線技師会事務所にて、平

清恵会第二医療専門学院

同窓会誌「世代」第19号

成30年度第1回近畿地域放射線技師会会長・副会長会議

大阪物療大学

物療新聞第15号

及び教育委員会を開催した。

日本救急撮影技師認定機構

機関誌「Joint」第10号

水野会長：①日本診療放射線技師会関係について②女性
活躍推進班の近畿地域放射線技師会学術大会

２．副会長の活動報告

についての内容確認。テーマは『技師長サミ

(髙谷副会長)

ット』。今回は奈良県から待鳥会員に参加し

・8月

て頂いている。③近畿地域診療放射線技師会

（奈良県立医科大学附属病院、中央放射線部技局）に参加

関係について。野球大会（兵庫県）、囲碁大

・8月 15日（水）第3回組織委員会

3日（金）海外受入事業「実習生研修成果発表会」

会（奈良県）、学術大会（大阪府）の開催に
ついて。次年度以降の行事当番府県の確認に

（JCHO大和郡山病院会議室）に出席。
・8月 19日（日）「放射線フェスタ」

ついても説明があった。奈良県は2020年に学
術大会、2021年に野球大会を担当。

（近鉄百貨店橿原店）にスタッフとして参加
・9月

8日（土）平成30年度会長.副会長会議、

北村理事：女性活躍推進班については近畿の会長副会長

（公社）大阪府診療放射線技師会事務所に出席

会議で報告等を行って取り扱って頂けるとい

・9月 15日（土）漏洩線量測定講習会

う解釈でいいのか。

奈良県立医科大学附属病院（中央放射線部技局）で講師を

水野会長：流れとしては近畿地域理事が中に入って話を

務める。

聞いてもらい、会長会議で話が出てくるよう
になると思う。今回も髙嶋地域理事に入って

(松岡副会長)

もらっている。

・8月

8日（水）第3回学術委員会

（奈良県立医科大学附属病院、病院経営対策室）に参加
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理事会議事録
・9月

8日（土）平成30年度会長.副会長会議、

イベント・カウント申請、完了

（公社）大阪府診療放射線技師会事務所に出席。

申請

・9月 15日（土）漏洩線量測定講習会

7月23日

奈良県立医科大学附属病院（中央放射線部技局）に参加。

大和なでしこ平成30年8月定例会(8/17)
8月17日

３.常設委員会

奈良CT

1)総務関連事項（小林勝宏常務理事）

8月17日

7月13日から9月10日まで

平成30年度漏洩線量測定講習会(9/17)

新入会員【承認事項】

8月17日

7月23日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認
68418

兼城

勇志

医療法人高宮会
京田

放射線フェスタ2018(8/22)
8月28日

高宮病院

奈良県消化管撮影技術研究会第313回定例会(10/31)

8月2日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認
68526

9月 1日

和也

第42回奈良県RIミーティング(9/27)

社会福祉法人恩賜財団

済生会奈良病院

9月 9日

9月1日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認
68720

大道

奈良県立医科大学附属病院

9月9日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認
村島

平成30年度組織事業
完了
7月18日奈良県MR

陽明

Conference7月定例会(7/7)
正会員65名

社会福祉法人恩賜財団
31955

的場

他1名

8月21日放射線フェスタ2018（8/19）

一由

8月28日大和なでしこ平成30年8月定例会(8/17)

正会員13名

7月23日

非会員40名

済生会中和病院

退会
転入

正会員33名

なし

非会員0名
非会員9名

他0名
他1名

8月28日奈良県消化管撮影技術研究会第312回定例会(8/24)

転出

正会員14名

なし

9月10日奈良CT

異動

非会員6名

他0名

Conference第24回特別記念講演会(9/8)
正会員67名 非会員17名 他8名

7月 18日

67982

北村

慎太郎

7月 31日

27879

青栁

真紀

メールアドレス
8月

北地区懇話会（10/12）

悠生

公立大学法人
68786

Conference第24回特別記念講演会(9/10)

2日

66976
勤務先

山根

自宅住所
姓（漢字）

入学卒業年月

その他
なし

由佳

JCHO大和郡山病院 → 宇陀市立病院

新規施設登録

【質疑】
菊谷理事：広報から、今回の報告以外にも１件異動の連絡

なし

を受けているが。

施設情報変更

小林理事：異動手続きが9月10日以降でしたので次回理事

なし

会での報告とする。

賛助会員

菊谷理事：会員さんから鹿苑ニュースや季刊誌に名前を載

なし

せないで欲しいとの要望があったのでよろしく

慶事・弔事

お願いする。

慶事
8月

7日

55753

佐野

孝明

御結婚のため祝電(8/11)

弔事

2)財務関連事項（山田卓実財務担当理事）
・9月中間報告（別表1参照）

8月 16日

26120

野儀

明宏

・勉強会団体への助成金について（別表2参照）

お父様ご逝去のため弔電(8/16)
会員数

山田理事：奈良県を主体に活動している研究会団体に対し

（公社）奈良県放射線技師会正会員
（7月17日

437名

第2回定例理事会時434名）

て助成金を支給しても良いかと言う伺い書です
水野会長：山田理事にお願いして作成しもらい、これで伺

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

436名

いを立て理事会にて了承を得たら助成金を出す

仮会員3名 (9月10日現在）

という形です。

-14-

鹿苑ニュース

平成30年（2018年）11月10日

理事会議事録
野儀理事

：技師会から助成金を出すと言う事で、研究会

北村理事

等々の参加者が全員会員なら問題ないが、非
会員が含まれている場合、助成金を出すとい

ない状態なので理由付けとしてこれがある。

うのは問題があるのではないか。
水野会長

：私としては問題ないと思う。参加者に対して

北村理事

：今年度だけのものですか。

水野会長

：そうです。

というより、その団体や研究会に対して助成

松岡副会長：助成制度についての内規が定まるまでです。

をするという事なので問題はないと思う。

水野会長

松岡副会長：定款改正等委員会でもその話題になった。本

という形になると思う。

究会や勉強会などから助成制度の申請を行っ

北村理事

名というか勉強会名はいらないのか。一括

はその申請制度が確立されていないので、定

でいいのか。
山田理事

い。
：研究会ごとでそこは考えなさいということで

ると、奈良県にある団体ぐらいかと思いま
す。

松岡副会長：今は定款にそこのところの文言がない状態で

北村理事

すので、調整中です。
：確かに今は定款には何も載ってない状態なの

たものに対して審議をして、その結果今回

で、どうにかしてお金を動かそうとすれば、

は○○勉強会と○○研究会と○○団体に助

おそらく今の所はこの形しかないのではない

成金を出しますというような文章でなくて
もよいのか。

何かしらの取り決めが決まったらそれに沿っ

松岡副会長：もしくは、そのような具体的なところを割

て動かなければならなくなってくるが、今の

愛するのであれば、通年助成してきた研究

段階ではこういう形を取らないと、なかなか

会に対して本年度も下記の通り助成すると

何もないところにお金を出すというのは、今
まで山田理事が苦労していたところであるが

いう文言でいいのではないか。
北村理事

難しい。

「何の名目」で出しているのか分からない。
松岡副会長：一開催あたり5000円となっているので、開

奈良県放射線技師会から研究会に助成します
という形を取るのか。技師会員に対する還元

催報告を元に算定できる。
水野会長

：尐しお金のところは補足したいと思うが、

山田理事

：毎年7月に助成金を支給しているので、今年

目的というのであれば研究会の参加者には会
員、非会員がおられるので問題があると思う

期日はありますか。

参加者は関係なく研究会に対して助成をする
のであれば問題はないと思う。

度中であればいいと思います。
菊谷理事

：前年度の実績で助成するというのであれば文
章的にはこのままで良いのではないか。

：それでいいと思います。

松岡副会長：定款の方でも研究会の活動に対して支援でき

：開催の実績をきちんと調査して助成金を出
しますという形にしておかないと、結局

：研究会に参加している技師会員に対しての還
元と言う意味での助成なのか、それとは別に

山田理事

：前年度実績に対して助成金を出していると
いう事であれば、例えば前年度に開催され

かと思う。今後、松岡副会長が言ったように、

菊谷理事

：奈良県主体で活動していて、且つ事務局を
設置して広報活動を行っているところとな

すか。

野儀理事

：どの研究会に助成します、というような宛

て頂いた上で進めるべきところであるが、今
款改定の際にそこを盛り込んで進めていきた

水野会長

：次年度ももし定款が決まらないようであれ
ば、また伺書を出して理事会で承認を得る

来なら申請制度があり、それに従って、各研

野儀理事

：この文章は仮のものですか。

松岡副会長：今年度も研究会に対して助成をする名目が

山田理事

：先程の北村理事のご指摘に対して補足するな

るような方向で検討を行っている。しかし研

らば、鹿苑に記載されている開催から算出す

究会にもいろいろな形があるので難しいとこ

るみたいなものがあれば、問題がなくなるの

ろではあるが。

かと思います。

：前回の理事会でもその話は頂いていたので今

菊谷理事

：今回はこの助成金支給伺書で運用するとして

回の文章には会員という言葉は書いていない

も、今後定款を変えていかなければならない

奈良県を主体として活動している団体という

のであれば、その時に研究会名を入れるなど

書き方をしている。去年は何もなく助成金を

の具体的な事を決めれば良いが、今回は全体

出しているが、今年はこういう事をして奈良

を含めたこの伺書でいいのではないか。

県放射線技師会が尐しずつでも毎年取り組ん

北村理事

：記録として残るものなので、「どこどこに助

でいるというところを奈良県に評価して頂き

成金を出しますがよろしいか」という伺いを

たい。

たてて承認を得るものではないのか。
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山田理事

：私としては宛先というよりも技師会からお金

北村理事

▶タイムテーブル（再調整中）

を出すと言うことが大事で、一応この件に関

8:50

～

9:00

(10分)

玄関ホール 集合

しては伺書と相手先、どこへ支払ったかとい

9:00

～

9:30

(30分)

準備

う名簿を毎年作っているが、それには回数も

9:30

～

9:45

(15分)

全て記載させてもらっている。いつも受け取

9:45

～

9:50

(5分)

研修室BC

調整中

〃

った書類と一緒に綴じているが、そこにこの

～

伺書が付く形です。

～

：意味合いとして、どこどこに助成金を出しま

～

すがいいですかというのではなく、技師会か

受付
開会の辞
会員研究発表第1部

7演題

〃

会員研究発表第2部

6演題

〃

ランチョンセミナー①キヤノン②EIZO

～

〃

基調講演

近大奈良

今井俊輔先生

らお金を出しますがよろしいですかという事

～

〃

特別講演

ベルランド

鈴木賢昭先生

ですね。

〃

シンポジウム（放射線管理士、RI、CT、IVR）

〃

閉会の辞

～

16:50

山田理事

：はい。

16:50

～

16:55

北村理事

：わかりました。

17:30

～

水野会長

：色々と意見がありましたが、最終的にはこれ
で大丈夫という事でいいですか。この件につ
りたいと思います。

(5分)
調整中

懇親会

▶予算案

いては、また最後に審議のところで承認を撮

科

目

前年度予算 前年度決算 本年度予算

収入 参加費

10,000

事業対策費

10,000

計 220,000 213,000 350,000

１．放射線フェスタについて

支出 会場費

開催日時：平成30年8月19日（日）

3,000

210,000 210,000 340,000

3)学術関連事項（北村未央学術委員長）

場

ブリーフィング

10:00～15:00

所：近鉄百貨店橿原店

引き継ぎ完了→髙谷組織委委員長より報告

会場使用料

40,000

32,610

40,000

会場備品費

10,000

8,600

10,000

謝金（講師・座長・シンポジスト）

60,000

28,000

60,000

交通費（講師・座長・シンポジスト・

40,000

35,800

40,000

会議費（シンポ・抄録・拡大）

30,000

23,720

30,000

印刷費

30,000

33,283

60,000

通信費

―

―

―

理事・学術委員・実行委員）

２．奈良県放射線技師会学術大会2018について
開催日時：平成30年10月28日（日）
場

9:00～17:00

所：奈良県社会福祉総合センター

テ ー マ：『

医療被ばくを考える

雑費

～すべては患者のために～
▶進捗状況

10,000

』

・大会ポスター完成

計 220,000 165,437 350,000
▶予算案（修正案）

HP・鹿苑・勉強会等で広報
・シンポジスト、実行委員10名
・8/31

3,424 110,000

演題締切、採択通知

決定

科

前年度予算 前年度決算 本年度予算

収入 参加費

10,000

事業対策費

済

・会場、当日借用物品申し込み

目

10,000

計 220,000 213,000 350,000

調整中
支出 会場費

支払い→振込（山田財務理事）

3,000

210,000 210,000 340,000

会場使用料

40,000

32,610

40,000

会場備品費

10,000

8,600

10,000

北村理事：可能であれば事後一括振込のほうがいいのか。

謝金（講師・座長・シンポジスト）

60,000

28,000

60,000

山田理事：内訳が出れば問題はないです。

交通費（講師・座長・シンポジスト・

40,000

35,800

40,000

会議費（シンポ・抄録・拡大）

30,000

23,720

30,000

印刷費

30,000

33,283

60,000

通信費

―

―

―

・講師、シンポジスト依頼状
▶今後の予定

送付済

理事・学術委員・実行委員）

・9月4日、11日、14日
抄録編集

→10月上旪入稿

・10月18日（木）19：00～

雑費

10,000

実行委員拡大臨時会議
済生会中和病院

3,424 110,000

計 220,000 165,437 350,000

放射線治療棟2階

・実行委員委嘱状、会議開催案内

送付

（その他、学術大会関連費用）
新入会員負担金
50,000

支出 懇親会

受援 ランチョンセミナー

50,000

50,000

（140食） （140食） （140食）

お弁当・お茶 140,000 140,000 140,000
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北村理事：印刷費の一部（懸垂幕）を例年は市立奈良病院
にお願いしていたが、今回は外注しようと思う

４．事業改革案について
業務改善提案書

平成29年度第5回定例理事会にて提出

それと雑費という事で、会員の記念品やスタッ
フのネックストラップの購入を考えている。

（3/20付）
1) 放射線フェスタの開催時期と担当委員会について
→完遂

○審議事項

2) 生涯教育セミナー（整形領域撮影勉強会）の

・学術大会2018予算案

開催について

・鈴木賢昭先生の依頼の形式と謝礼金についてJARTより問
い合わせあり
北村理事：JARTより謝金を出して頂く理由については説明
済み。

・ネーミング：奈ラーニング（表記は考案中）
・開催回数

：年１回目標

・開催目的

：業務改善提案書に記載の通り

・開催内容

：今年度中に現行の整形撮影勉強会と陽子

・学会参加費区分について（以下、昨年度例）

線勉強会を当企画内で行う
北村理事：陽子線勉強会は治療懇話会の中で行うことに
なったので、学術委員会では行わない

スタッフ、奈放技会員、演者、講師、座長、

参加費なし

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

3) HPの充実化について

→HP委員で実行

奈良県非会員、非賛助会員、

（第1回理事会にて決議）

県外参加者（会員・非会員）、技師以外

4) 検診業務における県（自治体）との連携調整について
▶進捗状況

県の組織図と本件の所管、

北村理事：ランチョンメーカーは参加費なしであるが、

委員会開催、議事録

今回のEIZOは非賛助会員なので会費を頂く

乳がん検診実施要領等の調査

かどうか。

→

報告書

報告書より
・次年度学術大会2019日程

第1候補：10月27日（日）

現在の検診の体制としては、検診の実施機関を市町村
で管理して、市町村から県に報告書（チェックリスト）

３．県民公開講座について

を提出する。県は厚労省に報告書（チェックリスト）を

開催日時：平成31年1月27日（日）
場

13:30～16:45

提出するという形である。

所：奈良県橿原文化会館小ホール

テ ー マ：『

県の組織体制について他の検査団体がどのようにして

肺炎の診断と予防

いるか調べてみたらというお話が以前からあったが、他

～健康なくらしのために～

』

の検査団体は県の組織に一切入っていない。奈良県がん
予防対策推進委員としては学識経験者として奈良医大の

講

師：放射線技師の立場から（一般撮影・CT）
高井病院

西久保直嗣会員

：歯科衛生士の立場から（口腔ケア）
奈良県歯科衛生士会

米田衣代先生

：医師の立場から（診断・治療）
天理よろづ相談所病院

野間惠之先生

医師が6名、あとは医師会やボランティア、がん患者、
保健所などで、検査団体は入っていない。県の乳がん検
診部会は保健所、医師会、がん検診関連学会に所属する
学識経験者、臨床検査技師等乳がん検診に係わる専門家
によって構成されるとしているので、検査を実施する立
場の者が入っていてもおかしくはない。
8月9日に今回の任期が終わったところで新しい委員につ

▶進捗状況

・橿原市、奈良県

後援申請準備中

・講師アポイント

いて以前に聞いたところ、まだわからないとの返答であ
った。今回の調査において、書面の提出において精度管
理がされていることがわかったが、奈良県放射線技師会

▶プログラム（案）

は職能団体として診療放射線技師の現状を理解しておか

13:55 ～ 14:00

(5分)

開会のご挨拶

なければならないのではないか。

14:00 ～ 14:30

(30分)

講演１【診療放射線技師の立場から】

奈良県放射線技師会において検診に取り組む部門（委員

14:30 ～ 15:00

(30分)

講演２【歯科衛生士の立場から】

会、分科会、部会など）があって、医療安全における県

15:00 ～ 15:15

(15分)

休憩

の組織（奈良県医療安全推進センター）へ入会したよう

15:15 ～ 16:15

(60分)

講演3 特別講演【医師の立場から】

に、検診の中でも同じ位置づけであってもいいのではな

16:15 ～ 16:40

(25分)

質問コーナー

いか。今後、県部会への助言または参入の必要性も併せ

16:40 ～ 16:45

(5分)

閉会のご挨拶

て検討していくのであれば、奈良県放射線技師会の中で
所管や取り組み方などを決めていく必要がある。
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職能団体として検査を行っている現場の意見を聞いて頂

乳がん検診施設の撮影技師数：80人

けるように奈良県放射線技師会の認知をしてもらう事で、

（回答数：29/37施設

認定取得者：71％

H30.1北村調べ）

技師会で行っている啓発事業も強化していけるのではな

リサーチを継続

いか。

開催実行に関しては理事会での最終審議に委ねる

○審議事項

②高井病院陽子線治療センター紹介

→

企画書

・奈ラーニング立ち上げに際し必要な手続きはあるか

北村理事

：学術委員会では行わない

・整形勉強会と陽子線勉強会を今年度奈ラーニングの枞

2) 学術委員会から定款改正委員会へ改訂願いについて

で取り扱う件

（H29.2.1提出）

北村理事：陽子線勉強会は行わない

①講師料等内規の件

→学術大会2018に関しては

・県へ上申するにあたり今後どう動くか、技師会での所

理事会で承認の通り

管はどの委員会か

②学術研究助成制度の件

改正案

→会員より再度問い合わせあり、委員長権限で執行
５．その他

HP記載内容が定款と異なる

1) 会員からの要望について

北村理事

：問い合わせ本人ではなく後輩（1年目）に学

（第1回理事会より継続議題）

術研究助成制度を使わせたい制度を受ける

①検診マンモグラフィ撮影認定技師講習会

条件として、研究発表とADの取得もしくは
取得の意志ある者となっているが、ADの取得

理事の意見まとめ
①日

意志の判定基準は何か。

程…奈放技の事業として現行の行事予定に組み

髙谷副会長：2科目以上の取得です。

込むことは可能か？

②準
③開

④費

北村理事

毎年の定例事業として可能か？何年かに1度

目と載っている。定款とHPどちらを基準とす

でもよいのでは？

ればよいのか、今度の（10月）の学術大会で

備…特別事業（例：周年事業）のようなしっか

発表したいが、助成金の申し込みの締め切り

りした計画や入念な準備・準備期間が必要

はいつなのか等、返答に困ることが多い。現

場…奈良県内では会場の確保が困難（日数、

時点で助成金の申請をしても10月の研究発表

部屋数、アクセス、宿泊施設）

までに申請が通るかどうかわからないとは伝

奈良医大の場合、動線や病院業務に対する

えてあるが、研究発表に対していつまでに申

十分な検討が必要

請をしなければならないという決まりがない

候補：奈良医大、社会福祉総合センター

ので明確な返答が出来ない。会長から「学術

用…他の事業に比して動く費用が非常に大きい

委員長へ」との回答により、委員長判断で今

定員確保できるのであればクリアできる

回は演題の申し

講師費用は奈放技の定款に準拠するのか？

の申請書もお渡ししたが、今現在助成金の申

収支バランスが読みにくい
⑤定

込みを受付け、一応助成金

請は出ていない状態である。

員…確保充分／確保できるか？（両意見あり）

水野会長

奈放技会員／日放技会員の優先度、受講料の

：申請書の提出がなければ、ここで議論する事
は出来ないので、まずは現行の申請書を提出

補助等は？
⑥担

：それが定款には載っていないが、HPには2科

して下さい。

当…既存の委員会では取り扱えない

北村理事

：10月の学術大会の研究にどの程度費用が適応

負担が一部に偏る（大きい）

可能かわからないが、申請書の提出がないと

候補：理事全員、外部委員、特別委員会発足、

承認するかしないかの話が出来ないので、申

複数合同委員会、精中機構専門の窓口（コー
ディネーター）、学術委員会枞、

請書を提出するようには伝えてある。
水野会長

大和なでしこ、北村
⑦ノウハウ…開催マニュアルに沿って行う

：直前の提出、もしくは事後では対応は出来な
いが。

北村理事

：しかし、この申請に対する研究発表がこれと
決まっていないので、今回の発表はやめてく

大放技の開催要領を参考に行う
⑧心

情…会員の意見を尊重したい

ださいとは言えない。例えば今回の件にして

⑨提

案…精中機構に奈良県での開催を技師会としてお

も、明日申請書を提出するから発表をすると
言われれば、決まりがないので学術委員長に

願いする
⑩その他

一任と言われても認めないわけにはいかない

…認定者数、MMG撮影技師は？

のではないか。

→精中機構HP上98人
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松岡副会長：解釈の違いは色々あるので、やはり会長が言

北村理事：先ず申請書を提出してもらう

うように書類がない状態では何とも言えない

【質疑】

まずは書類を出して頂いて検討しますという

山田理事

：一つ確認ですが、奈ラーニングは生涯学習セ

北村理事

：ここで言う生涯教育セミナーはJARTの生涯教

ことではどうか。
北村理事

ミナーに該当するのですか。

：それでは早々に連絡をし、早々に提出しても
らえば今回の発表に充てられるのか。

髙嶋監事

育セミナーとは何ら関係がないので、生涯教

：認められていないものだし、不備があるかも

育の一環として勉強はするが生涯教育セミナ

知れない。結局、申請書も上がっていない、

ーという名前でない、もっと色々なことが扱

審議もしていないという中で、こういうつも

える勉強会枞です。

りだったと言っても認められない。
水野会長

北村理事

山田理事

：つもりでは認められない。書類のない状態で

涯教育セミナーという文章が書いてあったと

は審議もできないし、審議していないものに

思うのですが、奈良県の監査ではこの事業の

助成金は出せない。

チラシを見るのですが、生涯教育セミナーが

：事後申請では出せないという事ですね。

無くなって奈ラーニングになった時に、生涯

松岡副会長：定款には「理事会が指定する本会の学術大会

北村理事

教育セミナーを開催しますと言っているにも

での発表並びに季刊誌に」となっているので、

かかわらずその案内文が奈ラーニングだと尐

前もっての申請が必要である。

し問題がある気がします。生涯教育セミナー

：それでは今回の件で申請を出した場合、来年

で副題が奈ラーニングであれば問題はないと

の学術大会でも今年の発表と同じ内容で発表
すれば助成してもらえるという事か。
水野会長

思いますが。
髙嶋監事

：そういうことになります。
ども費用が足りない場合に助成してもらうの

：計画案の中に書かれていますし、奈良県での
生涯教育セミナーですので、副題として奈ラ

松岡副会長：本来、助成制度というのは研究をしたいけれ

北村理事

：一点気になったのが、当年度の事業計画に生

ーニングであればいいと思います。
髙嶋監事

：それと非賛助会員のランチョンメーカーに会

であって、研究の結果費用がかかったので助

費を貰うという話があったが、これは学術大

成してもらおうというのではない。

会に参加するというよりもランチョンセミナ

：今回も相談を受けた時点では研究は始まって

ーをもって頂くということなので、会費を頂

なかったと思いますが。

くというのは如何なものか。それともう一点、

松岡副会長：申請書が出てからの議論となります。

雑費について昨年度が1万円で本年度の予算

北村理事

が11万円ですので10倍以上ですが、会員から

：では、今申請書が提出された場合は。

松岡副会長：それについて審議します。

見れば10倍というのは不信感を持たれるので、

北村理事

ここのところは尐し分けてわかりやすくした

：という事は、申請書を出しても審議の場が持
てないから10月の発表には充てられないとい
うことですね。

ほうがいいのではないか。
北村理事

：わかりました。雑費1万円と記念品・ネーム

水野会長

：そうです。

ストラップ10万円等もう尐しわかりやすくし

北村理事

：申請については本人の意志なので、あまり催

ます。

促はしていませんが。

水野会長

：あと、がん検診についてですが、どのように

松岡副会長：それでいいと思います。ただ、本人の意志が

関わっていくか、どのように委員会を立ち上

ない（申請書が出ていない）限りは検討も出

げていくべきなのかについて、私の意見とし

来ませんので、事前に書面にて意思表示をお

て、組織委員会の中に落とし込むのがいいの

願いしている次第です。

ではないかと思う。新たに委員会を立ち上げ

北村理事

：わかりました。あと、HPの記載をどうするか

ると、委員会ばかりになりあまりよくないの

ですが。
髙嶋監事

ではないか。どこかの委員会に落とし込んで

：規定に合わせて下さい。

対応していくのがいいと思うので、今年度中

3) 関西collectionについて

に案を出して皆さんの意見を頂くという方向

→会長副会長会議より報告
4) H32年度近畿学術大会in奈良の日程について
→平成33年2月
北村理事
○審議事項

：2021年2月の第2日曜日で押さえます。

で行きたいと思います。
水野会長

：他には。

菊谷理事

：ランチョンメーカーの非賛助会員の件です。

髙谷副会長：以前、機器展示をしてもらったメーカーには

・1)-①マンモグラフィ講習会開催可否の件

参加費をもらったと思う。

・2)-②学術研究助成制度の件
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理事会議事録
上野山監事：議案書の中に参加費ありなしの表があるが、
参加費なしにランチョンメーカーとあり、

池口理事

：郵送費についてはJARTから支払われます。

菊谷理事

：それでは案内を頂いたら鹿苑に載っている各

参加費ありに非賛助会員とあるが、どちら

施設に郵送します。

を取るかという話だと思う。ランチョンメ

小西理事

：11月18日は日放技の整形外科の撮影領域の勉

ーカーを優先するのか非賛助会員を優先す

強会が大阪で開催されます。一応報告まで。

るのかという事を考えて決めて頂ければい

野儀理事

：業務拡大統一講習会ですが受講してない方は

いかと思う。ただ、監事の意見として、ラ

どれぐらいおられますか。

ンチョンメーカーでお弁当代として7万円を

水野会長

：正確な数は把握していないが、奈良県の受講

出して頂いている中で、しかも日曜日に来

率は前回分を入れずに52%です。

て頂いている中で考えるのであれば、ラン

水野会長

野儀理事

：前回の理事会でも出ていたが、県卖位で開催

チョンメーカーを優先して参加費なしにし

するにあたって受講者の応募数がどれぐらい

てはどうか。

あるのか。

：今の上野山監事ならびに髙嶋監事の意見を

水野会長

：その件については会長会議でも話を出した。

聞いて、参加費なしでよろしいですか。反

とりあえずあと1年しかないので、来年度に

対意見がないようなので参加費なしという

は打ち切りになるので、それを前面に出して

事にします。

開催回数は減らさないという事になっている
松岡副会長：和歌山では受講者3名で開催した。日放技は

4)教育関連事項（池口俊孝

教育委員長）

それでもやっていこうという姿勢で臨んで

教育委員

いる。

・平成30年度

第一回近畿地域教育委員会議

日

時：平成30年9月8日（土）

会

場：大阪府放射線技師会事務所

髙谷副会長：受講しなければならないというメリットを
広報か何かでアピールしたらもっと受講する
かもしれない。

参加者：水野、松岡、池口、髙嶋（近畿地域理事）

水野会長

：それを先ほど菊谷理事が言っていたものに文

（特記事項）

章を落として案内と一緒に出すと言うのはど

・平成31年度

統一講習会：例年通り2回開催予定

うか。法律で決まったことではあるが義務レ

・平成31年度

基礎技術講習「一般撮影」11月開催予定

ベルなので尐し弱いが、とりあえずは現状態
で出来る広報をお願いする。

＊今後の事業予定

菊谷理事

：日放技がそういう姿勢なのであれば来年度ま

・診療放射線技師MRI基礎技術講習会

では例え受講者が1人でも開催しないといけ

日

時：平成30年11月18日（日）

会

場：奈良医大 厳橿会館 ３階大ホール

ないが、私の周りの非会員の診療放射線技師
などは高い受講料を払って受講するだけのメ

1

09:15-10:00 基礎原理

リットがないという事で受講していない。や

2

10:10-10:55 安全管理

はり受講するメリットというか義務をもっと

3

11:05-11:50 MR装置

アピールして広報していかなければならない

4

12:40-13:25 画像評価・性能評価

5

13:35-15:05 パルスシーケンスと画像コントラスト

6

15:15-16:45 アーチファクト・脂肪抑制・造影剤

7

16:55-17:25 確認試験

参加費：会員3000円
募

9：10～17：30

集：70名

担当：小西隆雄理事
・危機管理委員会関連

非会員10000円

・7月29日台風12号による被害調査を理事メールにて配信

締切 平成30年11月4日

・8月24日台風20号による被害調査を理事メールにて配信

池口理事：9月10日の時点で16名の申し込み。
・平成30年度
日

第二回

・9月 4日台風21号による被害調査を理事メールにて配信

業務拡大に伴う統一講習会

被害報告なし

時：平成30年12月8日（土）、12月9日（日）

会

場：奈良医大

定

員：40名

(2)危機（原子力災害等および関西広域連合）

小西理事

厳橿会館３階大ホール

：今後は髙谷組織委員長と連絡を取りながら
進めていきます。

・漏洩線量測定講習会について
開催報告

【質疑】
菊谷理事

開催日：平成30年9月15日（土）15：00～17：00
：前回の理事会で、第2回業務拡大統一講習会に

会

場：奈良県立医科大学附属病院

ついて案内文を各施設に郵送するという話で

講

師：髙谷英明副会長、船戸泰希、旫合力

あったが、郵送費は大丈夫か。

参加者：10名
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鹿苑ニュース

平成30年（2018年）11月10日

理事会議事録
収支報告

平成30年08月22日

「がん検診を受けよう」奈良県民会議

収

入

事業対策費

20,700

平成30年08月31日

第42回

支

出

講師謝金

20,000

平成30年08月31日

日本医療マネジメント学会

収

支

平成30年09月07日

日本放射線技術学会近畿支部

スタッフ交通費

RIミーティング

700
0

第14回奈良支部学術集会
第62回学術大会開催要項・プログラム

・平成30年度「原子力災害時の

平成30年09月08日

被ばく防止に関する研修会」について

日本放射線技術学会近畿支部
第62回学術大会シンポジウムⅠ・Ⅱ

開催予定

を掲載しました。（9月8日現在）

日

時：平成31年3月9日（土）

場

所：奈良県広域消防組合

15：00～17：00

水野会長

消防本部

：北村理事からありましたHPの見直しは、まだ
本格的には動いていないのが現実だと思うの

奈良県橿原市慈明寺町149－3

で、またどこかで本年度中にHP委員会を開催

参加者：診療放射線技師、奈良県広域消防組合消防本部

して頂きたい。

から30名程度
内

容：「原子力災害時の放射線被ばく防止に関する協

【質疑】

定」に準じた汚染スクリーニングなどを円滑
に実施するための研修

6)福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）
①秋の福利厚生事業について

収支予算書：計画進行次第に順次作成予定

「ハイキング＆バーベキュー大会」
・日

関西広域連合関連

時；平成30年10月7日（日）
ハイキング9：00～、BBQ 12：00～

報告事項なし

・会

場；天理観光農園
天理市園原町183 TEL：0743-66-1663

5)広報関連事項（菊谷勇仁広報委員長）
(1)鹿苑ニュース266について
11月初旪発行の予定

ハイキングは帯解駅から（9.5km）
・会

原稿締切10月26日

非会員 ￥3,500、

・掲載予定記事
・巻頭言

費；会員・会員家族 ￥3,000（受益者負担）
小学生以下 ￥1,000（3歳まで無料）

水野

・当日スタッフを募集。

・福利厚生：（BBQ・野球大会）の開催報告及び参加記
・組

織：（懇話会，ふれあい・いきいき祭り）の

②第65回近畿地域診療放射線技師会野球大会（兵庫県）

開催報告及び参加記
・教

育：（漏えい線量測定講習会）の
開催報告及び参加記

について
・開催日：平成30年10月14日（日）受付8：45～
・会

場：浜甲子園運動公園
〒663-8143

【質疑】

兵庫県西宮市枝川町20

・監

督：田畑氏（高井病院）

北村理事

：県民公開講座は載せますか。

・主

将；玉井氏（高井病院）

菊谷理事

：掲載予定である。県民公開講座と

・前

泊：なし

・予

算：弁当代；人数×1000 円、

新年情報交換会を掲載する。

交通費；人数×2000 円
(2)ホームページ（秋山敬純ＨＰ委員長）

・当日スタッフを募集。

平成30年07月24日

放射線フェスタ2018

・奈良県は一回戦滋賀県と対戦。

平成30年07月24日

勉強会案内

平成30年07月31日

日本診療放射線技師学術大会(山口県)

平成30年08月11日

奈良県放射線技師会学術大会2018

・開催日：平成31年1月20日（日）受付9：30～

平成30年08月15日

鹿苑ニュースのお詫びと訂正

・会

平成30年08月15日

奈良県放射線技師会学術大会2018

③第30回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会（奈良県）

事前参加登録延長のお知らせ

プログラム（仮）
平成30年08月22日

大和なでしこ定例会

平成30年08月22日

陽子線治療の会

について
場：かんぽの宿 奈良
〒630-8002 奈良県奈良市二条町３−９−１
・選手、当日応援者募集中。
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理事会議事録
「30回記念大会」記念企画について

H30.7.19

昼食代

￥19,556

⑦

清算済

記念企画として、30回記念誌を発行したい。

H30.7.29

骨密度装置レンタル

￥52,380

⑧

山田理事振込

・過去の大会資料、過去の写真、30回記念大会の写真、

H30.7.19

はっぴクリーニング

￥5,806

⑨

清算済

H30.7.19

近鉄橿原店借用備品

¥17,604

⑩

山田理事振込

合計

¥151,152

これまでに出場された選手の随筆などを載せる。
（編集は30回記念大会開催県の奈良県放射線技師会が中
に行いたいと考えている。）
・発行部数は200部とし、各府県への配布は約30部になる。
・40ページ程度の冊子で、印刷費用は3万円程度。

予算案

￥151,152

各府県5,000円程度の負担になる。
・発行は平成31年度の予定。

③ ふれあい・いきいき祭り

（可能なら平成31年4月30日を予定：平成最後の日）

開催日時：平成30年10月21日（日）10：00～15：00
開催場所：橿原万葉ホール

④新年情報交換会

集合時間：9時

・開催日：平成31年1月27日（日）

事前準備：平成30年10月20日（土）13：00

県民公開講座後、会場未定。

3階奈放技ブース

万葉ホール搬入EV前
予算修正：

【質疑】

平成30年度

ふれあい・いきいき祭り予算書

項目

7)組織関連事項（髙谷道和組織委員長）
平成30年度第3回

組織委員会

金額

36,000 キャノンメディカル

乳がん・がん検診啓発パンフレット

22,000 乳がん×200部 肺がん×200部

開催日時

：平成30年8月15日（水）19：00～

ポケットティッシュ

開催場所

：JCHO大和郡山病院

インストラクター謝礼（交通費含む）

委員長

：髙谷道和

当日交通費

担当副会長

：髙谷英明

昼食・お茶費

委

：菊谷勇仁

員

秋山敬純

3階会議室

竹中智士

野儀明宏

8,000 500個
20,000 5,000×4（交通費込み）
5,000
14,000

理事9名・イントラクター4名・会員1名

5,000

雑費

池口俊孝（医療安全）

備考

マンモグラフィ実機貸出費用

¥110,000

支出合計

水野会長
外部委託委員：山口長志郎

辻村恭平

修正案：
平成30年度

1. 議案

ふれあい・いきいき祭り予算書（修正案）

項目

① 第2回ポスター作成委員会

金額

0 キヤノンメディカル

マンモグラフィ実機貸出費用

順調に進んでいる。

乳がん・がん検診啓発パンフレット

放射線フェスタにてサンプル印刷を使用してみる。

ポケットティッシュ

30,000 乳がん×200部 肺がん×200部
8,000 500個
20,000 5,000×4（交通費込み）

インストラクター謝礼（交通費含む）

② 放射線フェスタ（開催報告）
開催場所：近鉄百貨店橿原店１F

展示と放射線画像検査の説明
績

：ブース来場者
骨密度測定

14,000

昼食・お茶費

メビウスホール

開催内容：骨密度測定・がん検診受診啓発のパネル
実

5,000

当日交通費

開催日時：平成30年8月19日（日）

備考

はっぴクリーニング

6,000

雑費

5,000
¥88,000

支出合計

159名
108名

理事10名・イントラクター4名

平成30年9月18日
被ばく相談

8名
④ 北地区懇話会10月12日

決算書

：

開催日時：平成30年10月12日（金）19：00～21：00
計上科目

開催場所：市立奈良病院

領収年月日

明細内容

H30.7.17

放射線フェスタチラシ

¥780

公1

印刷製本費

①

清算済

座

H30.7.17

がん検診パンフレット ¥11,826

公1

印刷製本費

②

清算済

開催内容：MRIセーフティチェック（インプラント編）

H30.7.26

技師の仕事がわかる本 ¥28,512

公1

印刷製本費

③

清算済

基調講演：奈良県総合医療ｾﾝﾀｰ

H30.7.18

ポケットティッシュ

¥7,128

公1

印刷製本費

④

清算済

ディスカッション：

H30.7.19

交通費

¥6,880

⑤

当日財務より

H30.7.19

物品輸送費

¥680

⑥

当日財務より

総額

領収書No.

処理
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⑤ レントゲン週間イベントについて

5．常置委員会

開催日時：平成30年11月3日（土曜）

1)定款改正等委員会（松岡孝明副会長）

開催場所：西大和イオン

1)定款改正等委員会

2階イベントブース

担当

田中さん

第4回定款改正委員会開催報告

開催時間：10：00～15：00

参

加：水野・上野山・髙嶋・松岡

開催内容：骨密度測定

日

時：7月27日～8月16日

診療放射線技師のしごと紹介

各種がん検診の紹介・啓蒙
予算案

会議手段：メール使用に関するWEB会議

：

1.前回の会議での内容の確認

平成29年決算書

イ）会の名称変更案について

平成29年11月3日

レントゲン週間予算執行書

（公社）奈良県放射線技師会から奈良県診療放射

金額

備考

線技師会へ名称変更について、次年度の総会で会

セイコーメディカル

長から会員に変更することの説明を引き続き会員

項目
骨密度装置レンタル

52,380

肺がん・がん検診啓発パンフレット 6,426 啓発×100部
奈放技ネーム入りボールペン

10,100 200本

診療放射線技師の事がわかるパンフレット

24,840 100部

当日交通費

5,260

昼食費

5,600 8名

雑費
支出合計

に向けて行う。
ロ）定年を迎えられる会員さまに会費について
日本診療放射線技師会の会費納入規定変更など進
捗を見ながら調整を行う。
松岡副会長：日放技の会費納入規程の変更が2年後なので

278

それに伴って調整をかけていかないと合わな

¥104,884

くなってくるので、そのあたりの情報を収集

平成29年11月3日

中です。

平成30年予算案

2.助成金制度について

平成30年11月3日

レントゲン週間予算案

改定案及び研究会助成規定案を作成。理事会等での

項目

金額

意見を聞きながら以降進める。(資料.7)（資料.8）

骨密度装置レンタル

備考

53,000

セイコーメディカル

肺がん・がん検診啓発パンフレット 12,000 啓発×200部
奈放技ネーム入りボールペン

11,000 200本

助成金制度改定案（資料.8）
現規定

新規定（案）

ポケットテッシュ

7,500 500部

第4条

はっぴクリーニング

6,000

（1）主たる研究者は本会会員で、会費の

（1）個人にあっては本会の会員であり、

当日交通費

6,000

滞納がなく当該年度の会費を納入し

当年度の会費を納入していること。

昼食費

10,000 10名

雑費

¥500

支出合計

助成制度の基準は次のものとする。 第4条

ていること。

（2）団体にあっては研究代表者および

（2）主たる研究者はAD資格取得者あるい

¥106,000
平成30年9月18日

次回

第4回組織委員会

大和郡山病院

3階会議室

平成30年10月17日（水）
19：00～

その者が当該年度の会費を納入し

と。

ていること。

制度を受けていないこと。

（3）会員歴が 3 年以上であること。
（4）主たる研究者は当該年度内で助成制

（4）研究内容は専門性と主体性かつ社会

髙谷理事：最後に、次年度のふれあいいきいきの事業内容

性がみとめられること。

において、マンモグラフィの実機が借りられな

5）研究成果は理事会が指定する本会の

い事が決定しているので、次年度からどうする

学術大会での発表ならびに季刊誌に

かについては組織委員会の中で検討して理事会

投稿すること。

で報告する。

主な構成員が本会の会員であり、

はAD資格を取得する意志があるこ

（3）主たる研究者は当該年度内で助成

⑥

助成制度の基準は次のものとする.

度受けていないこと。
（5）研究内容は専門性と主体性かつ社会
性がみとめられること
（6）研究成果は理事会が指定する本会の
学術大会での発表ならびに季刊誌に

（6）その他、助成制度で必要な事項。

投稿すること。
（7）その他、助成制度で必要な事項。

【質疑】
研究会活動助成規定（案）（資料.7）
(2)医療安全担当（池口俊孝担当理事）

第1条 （目的）

特に報告事項ありません。

診療放射線技師の発展に寄与する研究

活動を助成するため、「奈良県放射線技師会
（以下：本会）は奈良県下で活動する研究会活

4．特別委員会

動助成制度」を設ける。

創立70周年に向けて組織検討中。
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第2条

（助成対象）

本会の正会員を代表者として、幹

4)その他

事数名で運営する研究会を助成対象とする。研究

別になし。

集会とは学術講演会・成果報告会・講習会・施設
第3条

説明会等をいう。

6.審議事項

（助成額）

（1）「災害時の情報収集報告について」報告手順および

助成金の予算額および配分額を、当

分の間、次のように定める。

報告書とその運用について

（1）年間予算額は30万円を限度とし、特別会計に
より支出する。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】
（2）学術大会2018予算案、次年度学術大会2019日程

（2） 配分額は、集会の規模にかかわらず、一律一

について

開催あたり5,000円とし、年間上限額は一研究会
あたり20,000円とする。
第4条

保留【 0】反対【 0】賛成【15】
（3）マンモグラフィ講習会開催可否について

（交付申請）助成を受けようとする研究集会代表
者は、開催日の2か月前までに申請書（所定の様

保留【 4】反対【 8】賛成【 3】
（4）第30回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会の記念誌

式のもの）を提出する。
第5条

（選考・通知）

発刊費用について、記念誌作成費用の府県協力金の

申請については理事会において

奈良県分を当会が負担することについて

選考し、開催日の1か月前までに採否を申請者に
通知する。
第6条

保留【 0】反対【 0】賛成【15】
（5）ふれあい・いきいき祭り予算書の修正案について

（開催報告）研究集会代表者は、開催案内・資料
集・成果報告書等に本制度にもとづく助成金交

保留【 0】反対【 0】賛成【15】
（6）レントゲン週間イベントの予算案について

付を受けた旨を記載するほか、開催後1か月以内
に開催報告書（所定の様式のもの）を提出する。
第7条

保留【 0】反対【 0】賛成【15】
（7）助成金支払伺書の今年度における運用について

（会務報告）助成金の運用については、理事会に
報告するとともに、季刊誌に掲載する。

保留【 0】反対【 0】賛成【15】
（8）第3回定例理事会における開催報告および
審議事項等についての承認

松岡副会長：前回の理事会で、研究会に対して技師会は

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

あくまでも開催協力というスタンスで係わ
っていくというご意見を頂いていますので、

7.経過事項

技師会と研究会の関係性のバランスもある

平成30年度第1回奈良県医療安全推進センター講演会

ので、色々と調整しながら進めていかない
といけないと思う。

奈良県総合医療センター

平成30年 7月18日（水）

基礎技術講習会「超音波検査」 （兵庫県）
平成30年 7月22日（日）

3.公示について

第1回表彰委員会

公告・公示について
第8章

公告の方法

病院経営対策室
第3回学術委員会

現行：
第41条

奈良県立医科大学附属病院

病院経営対策室
本会の公告は、主たる事務所の公衆の

第3回組織委員会

3階会議室

平成30年 8月15日（水）
公益事業「放射線フェスタ」

題、また掲載内容（定款・収支報告・
活動報告など）掲示し閲覧できるよう、

平成30年 8月 8日（水）

JCHO大和郡山病院

見やすい場所に掲示する方法により行
う。本会のサーバー契約上更新等の問

平成30年 8月 1日（水）

奈良県立医科大学附属病院

橿原近鉄百貨店
平成30年 8月19日（日）

学術大会2018第1回抄録編集会議

進められるか理事会にて確認する。

奈良県立医科大学附属病院 病院経営対策室
平成30年 9月 4日（火）

4.今後の開催について、開催日を決定。

近畿地域診療放射線技師会会長会議・教育委員会
（公社）大阪府診療放射線技師会事務所

2)表彰委員会

平成30年 9月 8日（土）

8月1日（水）奈良県立医科大学附属病院

学術大会2018第2回抄録編集会議

病院経営対策室にて開催。

奈良県立医科大学附属病院 病院経営対策室

3)海外交流委員会（池口俊孝委員長）
次年度に向けて準備中。

平成30年 9月11日（火）
漏洩線量測定講習会 奈良県立医科大学附属病院
中央放射線部
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第3回定例理事会

奈良県立医科大学厳橿会館特別会議室

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

平成30年 9月18日（火）

平成31年 1月15日（火）
近畿地域放射線技師会囲碁大会（奈良県）

８．今後の予定

平成31年 1月20日（日）

第34回（公社）日本診療放射線技師学術大会

公益事業「県民公開講座」

奈良県橿原文化会館

（山口県下関市）平成30年 9月21日（金）～23日（日）

平成31年 1月27日（日）
新年情報交換会

（公社）日本診療放射線技師会全国会長会議

平成31年 1月27日（日）

（公社）京都府放射線技師会学術大会

（山口県下関市）平成30年 9月22日（土）
秋の福利厚生事業（ハイキング・BBQ）

平成31年 2月 3日（日）
業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県）

平成30年10月 7日（日）
業務拡大に伴う統一講習会（京都府）

平成31年 2月 9日（土）10日（日）
近畿地域診療放射線技師会会長会議（大阪府）

平成30年10月 7日（土）～8日（日）
がん検診推進50％大会

奈良市西部会館市民ホール

平成31年 2月 9日（土）
近畿地域診療放射線技師会学術大会（大阪府）

平成30年10月10日（水）
業務拡大に伴う統一講習会（兵庫県）

平成31年 2月10日（日）
原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会

平成30年10月13日（土）14日（日）
近畿地域診療放射線技師会野球大会（兵庫県）

平成31年 3月16日（土）
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

平成30年10月14日（日）
第4回組織委員会

JCHO大和郡山病院

3階会議室

平成31年 3月19日（火）
会計監査

奈良県立医科大学附属病院

平成30年10月17日（水）

病院経営対策室

平成31年 4月5日（金）

学術大会2018実行委員拡大会議
済生会中和病院
公益事業

放射線治療棟2階

平成30年10月18日（木）

ふれあい・いきいき祭り

9．次回理事会について

橿原万葉ホール

平成30年11月20日（火）19時00分～

平成30年10月21日（日）

場所

奈良県立医科大学

厳橿会館

特別会議室

（公社）京都府放射線技師会創立70周年記念式典

以上

平成30年10月27日（土）
公社）奈良県放射線技師会学術大会2018
奈良県社会福祉総合センター
公益事業

この議事が正確であることを証するために議長及び

平成30年10月28日（日）

レントゲン週間イベント

議事録署名人は記名捺印する。

イオン西大和店

平成30年11月 3日（土）

平成30年9月17日(火)

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県）
平成30年11月 3日（土）4日（日）

議

長

会長（代表理事）

水野

吉将

印

髙嶋

敏光

印

上野山文男

印

（公社）大阪府診療放射線技師会学術大会
平成30年11月4日（土）

議事録署名人

（公社）大阪府診療放射線技師会創立70周年記念式典
平成30年11月4日（土）
（公社）兵庫県放射線技師会創立70周年記念式典
平成30年11月18日（日）

奈良県磯城郡田原本町宮古404－7

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

平成30年11月20日（火）

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

（公社）日本放射線技術学会近畿支部学術大会（奈良県）
平成30年11月24日（土）25日（日）
（公社）兵庫県放射線技師会学術大会
平成30年11月25日（日）
業務拡大に伴う統一講習会

奈良県立医科大学厳橿会館

平成30年12月 8日（土）9日（日）
業務拡大に伴う統一講習会（大阪府・兵庫県）
平成30年12月8日（土）9日（日）

-25-

鹿苑ニュース

平成30年（2018年）11月10日
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平成30年 9月 1日 現在 会計中間報告
公益目的事業会計
科目

経常費用
事業費

公１
公２
公３
県民に対する講演会、知識の普及 研究調査及び指導、職業倫理の高 図書刊行物の発行及びホームペー
啓発事業
揚を支援
ジにおける
予算額
支出額
予算額
支出額
予算額
支出額
予算執行率
予算執行率
予算執行率

会場費

200,000

旅費交通費

100,000

通信運搬費

10,000

消耗品費

150,000

12,420

8%

0

150,000

13,280

9%

0

20,000

8,416

42%

16%

50,000

3,770

46%

0

24,780

25%

50,000

6,804

14%

印刷製本費

250,000

39,792

賃借料

150,000

69,120

諸謝金

200,000

支払手数料

10,000

5,000

2,514

50%

300,000
8% 1,200,000

200,000

70,000

35%

0

5,000

324

6%

5,000

10,000

0

福利厚生費

0

0

0

研究助成費

0

0

0

100,000

50,000

雑費

42%

615,023

51%

2,484

50%

0

50,000

会議費

127,393

0

9,631

19%

0

その他事業会計
科目

経常費用
事業費

他１
他２
日放技及び近畿地域放射線技師会 研究会・勉強会への助成事業及び
との連携による学術大会
海外研修生の受入れ事業
予算額
支出額
予算額
支出額
予算執行率
予算執行率

他３
会員に対する福利厚生事業
予算額

支出額

会場費

0

0

0

旅費交通費

0

0

0

通信運搬費

0

10,000

0

消耗品費

0

5,000

0

印刷製本費

0

0

0

賃借料

0

0

0

諸謝金

0

0

0

支払手数料

0

5,000

0

会議費

0

10,000

0

福利厚生費

0

0

研究助成費

0

300,000

50,000

50,000

雑費
科目

法人会計
予算額

総会費

100,000

58,411

58%

旅費交通費

200,000

27,320

14%

通信運搬費

200,000

57,068

29%

消耗品費

50,000

9,154

18%

印刷製本費

80,000

1,500

2%

5,000

648

13%

519,627

94,214

18%

支払手数料
雑費

支出額

予算執行率

管理費

○海外受け入れ補助金 100,000円 他2 研究助成費より支出
○ニュース264号 89,452円 公3 印刷製本費より支出
○ファーストサーバー費 51,191円 公3 通信運搬費より支出
○放射線フェスタ 骨密度測定装置 51,840円 公1 賃借料より支出
○ニュース265号 50,778円 公3 印刷製本費より支出
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300,000
100,000

33%

0
0

20,682

予算執行率

7%
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別表2
・勉強会団体への助成金について

助成金支給伺書
伺い

奈良県を主体に活動している勉強会団体に対して助成金を
支給してもよろしいか

内容

放射線技術向上や知識の普及を目的として、奈良県を主体に活動している
団体に対し、昨年度の勉強会開催の回数に応じて助成金を支給する。

1 開催あたり 5,000 円とし、上限は 20,000 円とする。
対象団体は事務局を設置し、活動を行っている団体である。
支給の際には金銭の受け渡しがわかる種類を作成し、受領印をもらう。
受領印に関しては財務理事が保管し、当該伺書と合わせて保管する。

承認

水野

髙谷英

松岡

小林

小西

髙谷道

奥田

北村

山田

菊谷

池口

竹中

野儀

日浦

秋山

財務担当理事
作成者
山田 卓実
作成日

決済日

平成 30 年 9 月 1 日
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平成 30 年 9 月 18 日
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放射線Ｑ＆Ａ

骨密度を測定する検査について教えてください。
Q,
A,

骨密度を測定する検査はどのようなものがありますか？
主にDXA（デキサ）法、MD（エムデゖ）法、超音波法の3種類があります。
DXA法とはエネルギーの低い2種類のX線を使って測定する検査です。
DXA法では大腿骨や腰椎、前腕骨などを測定します。MD法とはX線を使って、手の骨と厚さ
の異なるゕルミニウム板とを同時に撮影し、骨とゕルミニウムの濃度を比べることによっ
て測定します。超音波法はかかとやすねの骨に超音波を当てて測定をします。X線を使用
していないため、妊娠中の方でも測定することができます。なお、超音波法は他と比較し
て測定誤差が大きく出る場合がありますので、骨粗鬆症が疑われる場合にはDXA法など
で診断する必要があります。

Q,
A,

骨粗鬆症検診は何歳から受けたら良いですか？
女性では50歳くらいから骨量が低下しはじめます。閉経後は原則として1年に1回ずつ測定
すると良いでしょう。1年間に３％以上の減尐があるときには、医師の診察を受け、半年に1
回ずつ測定をします。このとき治療を受けることもあります。骨量は20代から40代後半ま
であまり変化をしませんから、できればその間に一度測定をして、自分の若い時の骨量を
知っておくと、老年期になってから役に立ちます。また、40～70歳の女性を対象に骨粗鬆
症検診が行われています。甴性は寝たきりが長かったり、胃腸・腎臓障害などがなければ、
70代までは測定の必要はありません。甴女とも70代以降は2年おきくらいに測定するのが
望ましいでしょう。

Q,
A,

骨粗鬆症の検診を受けてみたいのですが、どこへ行ったら良いのでしょう？
まずお住まいの近くの保健センターや保健所に問い合わせてください。また、自治体の行
う検診の予定は広報紙に載りますから注意して見ていてください。現在、国が行っている
公的な検診は、40〃50〃55〃60〃65〃70歳の女性を対象にした節目検診があります。
これらはいずれも保健センターや保健所、指定医療機関で受けることができます。

Q,
A,

市町村の検診では、どのようなことをするのですか？
生活習慣や食事内容を書き込む問診票の提出と、測定機器による骨量検査を主に行いま
す。骨粗鬆症の有無を検診したのち、正常者には簡単なお話を、要指導者には栄養・運動
指導を、要精検者には医療機関を紹介する、といった体制をとっているのが一般的です。
参考文献：骨粗鬆症財団HP
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