
鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

　この度、5月26日（土）奈良県社会福祉総合センター大会議室において、第5回（通期65回）通常総

会を開催しました。今回、理事の任期満了に伴い、信任投票による役員選挙が行われ、理事１５名、監事

どうぞよろしくお願いいたします。

　今期当会の活動について、総会の挨拶時に述べさせていただきましたが、特に力を注いで取り組み

たいことを3つ挙げさせていただきます。①「奈良県における災害時の危機管理」ということで、近畿圏

の原子力災害時の対応、そして各施設における医療安全についての取り組み。②技師会イベント「放射線　

フェスタ：8月、レントゲン週間イベント：11月、橿原市健康と福祉の祭典「ふれあい・いきいき祭り：10月など」

を通しての地域社会への貢献。③国民健康保険料の見直しについてです。とくに、③については2018年

3月29日の読売新聞等で掲載されていた記事の一部分です。それは「奈良県は県内の国民健康保険（国

保）の保険料について、2024年度に水準を統一すると発表し、県全体で医療費の適正化に取り組むが、

高齢化の影響もあって試算では17年度より平均1割程度増える見通し。保険料のさらなる値上げが避けら

れない場合、現在、全国一律の診療報酬を都道府県単位で引き下げる地域別診療報酬の活用も検討す

る。」（読売新聞より抜粋）というものであります。これが導入されると、都道府県で独自に国民健康保険

料を定めることになり、地域により格差が生じることになります。患者様の保険料負担を考慮して保険料

を１割下げると患者様の医療費負担が軽減されることになり「医療サービス向上」になるため良策だと思

われるが、よく考えると、患者様への医療サービスを目指すと、病院への負担が増えることになります。

そのままでいくと、将来、県内の病院経営が困難となり、患者への医療サービスに影響を与える結果に

なると懸念されます。そこで、2018年4月末に、奈良県医療推進協議会緊急役員会が開催され、その中で、

当会としては奈良県の医療職能団体（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床工学技士、

臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士、柔道整復師、老人クラブ連合など）でこの奈良県の方針に反対

をしていくことに賛同し、今後協力していこうと思います。

　最後に、2019年度に定款の一部改正を考えています。①名称を奈良県診療放射線技師会への変更。

②公示の方法を事務局の見やすい場所に掲示することをホームページに公開するに変更する2点です。

これを機に他の部分の見直しを行いたいと考えています。会員のみなさまの率直なご意見をお願い

致します。今期も当会事業等に対しまして、ご理解・ご協力をお願い致します。 

2名が選出され、その後の臨時理事会において、今期も引き続き会長（代表理事）に就任致しました。
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平成 30 年 5 月 26 日（土） 午後 2 時 00分より

奈良県社会福祉総合センター 7 階 大会議室

近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車東へ徒歩 4 分

橿原市大久保町 320 番地の 11 ☎ 0744-29-0114

第 1 号議案 （平成 29 年度事業報告、収支決算報告、監査報告）

第 2 号議案 （平成 30 年度事業計画(案)、収支予算(案) ）

第 3 号議案  その他

第 4 号議案  （平成 30・31 年度役員選任について）

奈良県立医科大学附属病院 医療安全推進室室長 友田 恒一 

 

特別講演会 

多職種で取り組む医療安全 

公益社団法人奈良県放射線技師会 
第 5 回（通期第 65 回）通常総会開催

本会、定款第4章、第19条の規定に基づき、第5回（通期第65回）通常総会を下記の通り開催。 

会　告

議　 事 　

記 
日　 時 　

場　 所 　

 - 2 -



鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

水野　吉将

髙谷　英明

松岡　孝明

小林　勝宏

小西　隆雄

小西　隆雄

髙谷　道和

新役員ご挨拶

常務理事

理　事

理　事

理　事

新役員のご挨拶 会　長

巻頭言　参照

副会長

副会長

今年度の総会において副会長を拝命いたしました松岡孝明です。水野会長の

下、今期で副会長として２期目の会務につかせていただきます。このことの責任の

重大性を改めて感じております。まだまだ未熟ではございますが、精一杯公益社

団法人としての役目でもあります地域医療への貢献、奈良県放射線技師会の発展

ために、はたらかせていただきます。会員皆様のご支援とご協力を賜りますよう

何卒宜しくお願い申し上げます。

このたび総務を担当させて頂くことになりました、田北病院の小林勝宏です。

これまで2期4年間、組織、教育、学術の委員を担当させて頂きました。特にここ2

年間は、放射線管理士関連の危機管理委員および関西広域連合関係の業務を中

心に活動してきました。総務の役割は、議事録の作成や書類・物品の管理、会員情

報の管理など多岐にわたりますが、皆様にご協力頂きながら、この重責を全うし

たいと思っています。2年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

この度、平成３０年度３１年度の理事をさせていただきます宇陀市立病院の小西

隆雄です。今回で５期目になります。今年度は、危機管理（原子力災害等および関

西広域連合）担当を小林理事から引き継ぐことになりました。「漏洩線量測定講習

会」や「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」などを主催いたし

ます。原子力災害は起こっては困るものですが、診療放射線技師として公益社団

法人奈良県放射線技師会の協力可能な体制づくりを目的として働きますので、皆

様のご意見をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

この度、平成30・31年度の理事に就任させていただきましたJCHO大和郡山病院

の高谷道和です。前任期同様に組織委員長を拝命いたしました。また学術委員、厚

生委員も担当させていただきます。組織委員長としては、今期も各施設間の連携

強化を進めると同時に公益事業にも力を注ぎ取り組んでいく所存です。また個人

的には理事5期目となりますので後任・後輩の育成にも力を注ぎたいと思っており

ます。皆様どうかよろしくお願いいたします。

この度、期目の副会長を拝命する事になりました国保中央病院の髙谷でござ

います。理事に就任した際には『若手の代表として』という想いを持ち続けてきた

のですが気がつけば診療放射線技師になり25年が過ぎ、なかなかのオヤジにな

りました。最近の技師会事業には多くの若い会員様が参加していただけている実

感がありますが、更に多くの会員の方々と一緒に事業を遂行していけたらと思っ

ています。２年間宜しくお願い致します。
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奥田　孝直

北村　未央

山田　卓実

菊谷　勇仁

池口　俊孝理　事

理　事

新役員ご挨拶

理　事

理　事

理　事

皆さん、こんにちは。奈良県総合医療センターの山田卓実と申します。

私は理事を就任させていただき３期目になります。そして、今期も引き続き財務委

員長を拝命いたしました。私の主な仕事としては、皆さまの会費の管理及び運用

になります。そして運用するにあたり、当会顧問税理士や県の担当者と適正な会

費運用をしているかの確認を行い、財務書類を作成するということが仕事です。

このようにあまり表に出ることが少ない仕事ですが、表に出て皆さんと一緒に楽

しみ、技術向上をしていけたらと思っています。どうぞ、よろしくお願い致します。

この度、三期目の理事を拝命いたしました天理よろづ相談所病院の奥田孝直

です。今期も引き続き福利厚生を担当させていただきます。

イベントの質を上げ、より多くの会員様にご参加いただけるよう努力致します。

皆々様にはこれからも変わらぬご指導をよろしくお願い申し上げます。

今年度より、南地区の理事とともに、広報を担当することになりました、

菊谷勇仁です。前回も申した通り、技師会在籍は会長と同じく長いのですが、まだ

まだ新米理事です。しかし、そこは年の功（人脈・言いたいことは言える）を生かし、

奈良県放射線技師会の取り組みや情報をわかりやすく、会員の皆様方に発信して

いきたと考えていますので、その際には、ご協力よろしくお願い致します。

奈良県立医科大学附属病院の池口 俊孝です。この度は、理事として承認いた

だきましてありがとうございます。今期で２期目となります。会員の皆様の期待に

応えられるよう務めたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。

今期は教育委員、海外交流委員を担当させていただきます。業務拡大講習、原

子力災害対策、国際交流（留学生受入）など、診療放射線技師として有用な技能、

情報を（公社）奈良県放射線技師会より、発信していきたいと考えております。皆

様のご指導ご協力よろしくお願いします。

1期目で学術委員・組織委員を務め、2期目で学術委員長、そして今季も引き続き

学術委員長を拝命いたしました 済生会中和病院 北村未央です。会員のみなさま

と県民のみなさまに、“技師会ならでは”な事業をお届けできたらと思います。今

期は学術委員もがらりと変わりました。奈良県の結束力を活かして新しいメンバー

とともに盛り上げ、「奈放技いいね！」と言ってもらえるようがんばりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。
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竹中　智士

野儀　明宏

秋山　敬純

日浦　之和

以上新役員　宜しくお願いします。

（新任） 理　事

監　事 監　事

上野山 文男 髙嶋　敏光

新役員ご挨拶

理　事

（新任） 理　事

（新任） 理　事

この度2期目の理事を務めさせていただきます、近畿大学医学部奈良病院の竹

中智士と申します。今期から危機管理と組織（西地区）の担当をさせていただくこ

ととなりました。技師会の活動を通じて県民と会員の皆様、及び奈良県放射線技

師会のお役に立てるよう精一杯務めさせていただきます。至らない点が多々ある

かと思いますが、ご指導賜りますようお願い申し上げます。

今季から理事を拝命いたしました野儀明宏です．

微力非才の身ではございますが，大任をお受けしたからには誠心誠意，奈良県放

射線技師会発展のため職務に尽力していきたいと考えております．

経験豊富な理事の方々のご助言ならびに，会員の皆様方のお力添えをいただき，

理事を務めさせていただきたいと思っています．何卒ご指導ご支援を賜りますよ

うお願い致します．

この度、平成30年5月26日付をもちまして奈良県放射線技師会理事に新しく就

任することとなりました、市立奈良病院 秋山敬純（あきやま たかずみ）です。微

力ではございますが奈良県放射線技師会の発展、並びに奈良県放射線技師会を

通じて少しでも社会へ貢献できるよう力を尽くして参りたいと存じます。

会員の皆様におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻を頂けますよう何卒よろし

くお願い申し上げます。

平成30年度より奈良県放射線技師会の理事を務めさせて頂きます、天理よろ

づ相談所病院の日浦之和と申します。会務としては学術・広報・福利厚生を担当さ

せて頂きます。

会員の皆様には「参加してよかった」、「ためになった」と思って頂ける事業を提供

できるよう精一杯務めさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。
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常設委員会 委員長 委　員 役　　　割 外部委員委嘱

小林勝宏 山田卓実 ○議事録作成 （総務）

小西隆雄 （定款第11条の規定による1名の常務理事） 吉川浩一

○会員の情報管理と入退会管理

（担当副会長） ○法人としての書類備品の管理、文書の送受（事務局）○慶弔連絡

松岡孝明 ○渉外関係（他団体との連携、地域保健事業への協力）

北村未央 髙谷道和 ○学術大会（会員研究発表） （学術）

日浦之和 ○公益事業（県民公開講座） 古川卓也

秋山敬純 ○会活性化のための中長期的学術施策の立案実施 西久保直嗣

（担当副会長） 野儀明宏 ○近畿地域放射線技師会学術大会 上田　拓

松岡孝明 ○卒後教育・生涯学習の取り組み 下口　翼

○日本医療マネジメント学会奈良支部学術集会 上田幸弘

池口俊孝 野儀明宏 ○フレッシャーズセミナー （教育）

小西隆雄 ○日本診療放射線技師会委託事業 西村　努

 (業務拡大に係る統一講習会等) 柴田佳祐

(危機管理) ○漏洩線量測定講習会

（担当副会長） 小西隆雄 ○放射線管理士、放射線機器管理士関連

松岡孝明 竹中智士 ○災害時の放射線被ばくに関する事業

菊谷勇仁 奥田孝直 ○会誌鹿苑、ニュース鹿苑の発行 （広報）

日浦之和 ○ホームページの作成と管理 元渕慎介

（担当副会長） (HP委員長) ①公益事業報告内容の掲示・県民への啓発

髙谷英明 秋山敬純 ②診療放射線技師への案内・啓発 （HP）

③法人業務、財務等に関する資料の開示 角田和至

中村道宏

奥田孝直 髙谷道和 ○健康重視福利厚生事業（春・秋） （福利厚生）

（担当副会長） 日浦之和 ○新春情報交換会、情報交換会 玉井宏征

髙谷英明 ○近畿地域放射線技師会野球大会・囲碁大会

小西隆雄 ○財務処理、会費納入、

○収支決算書・収支予算書等の作成

髙谷道和 東：野儀明宏 ○公益事業 辻村恭平

西：竹中智士 （橿原市ふれあい・いきいき健康まつり） 山口長志郎

南：菊谷勇仁 （放射線フェスタ、レントゲン週間放射線イベント） （掲示物作成チーム）

（担当副会長） 北：秋山敬純 ○各地区懇話会開催 大椨晶来

髙谷英明 総合：髙谷道和 ○各地区連絡 小西勇輔

賛助：髙谷道和 〇各検査等の紹介パネル用掲示物作成 秋山敬純

（医療安全） ○県内の医療安全について報告・対策・協議 浪速真帆

池口俊孝 　（インシデント・アクシデント事例に収集等） 古川博章

江頭　諭

特別委員会

中西士郎 表彰委員2年間　（但し再任を妨げない） オブザーバー

上野山文男 （2018年5月26日から2020年5月25日まで） 髙嶋敏光

小西隆雄

小林勝宏

樋垣　誠 選挙管理委員2年間

前川武志 （2018年1月21日から2020年1月20日まで）

上野山文男 定款改正等委員2年間

髙嶋敏光 （2018年5月26日から2020年5月25日まで）

三浦玉惠 海外交流委員2年間 （海外交流）

（2018年5月26日から2020年5月25日まで） 完田俊介

上野山文男 【権限】理事職務執行及び計算書類等監査等

髙嶋敏光 【義務】理事会出席義務、調査・報告義務

顧問 なし 理事会の推薦により会長が委嘱

常置委員会

早川浩司

松岡孝明

2018・2019年度　公益社団法人奈良県放射線技師会理事役割分担 

海外交流委員会 池口俊孝

監事

総務

学術

組織

河村吉章

教育

広報

福利厚生

財務 山田卓実 蓮池税理士
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公益社団法人奈良県放射線技師会 近畿地域診療放射線技師会及び（公社）

年間行事 日本診療放射線技師会主催行事（一部関連団体掲載）

12～5日　 JRC, JSRT（横浜）

28～29日　業務拡大に伴う統一講習会（京都）

 8日　第1回定例理事会

26日　第65回通常総会　　奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ

10日　春の福利厚生事業（ボウリング大会）  2日　  日本診療放射線技師会定期総会（東京）

17日  ﾌﾚｯｼｬｰｽﾞｾﾐﾅｰ　　奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 2～3日　業務拡大に伴う統一講習会（滋賀）

17日　    第2回定例理事会  7～8日　業務拡大に伴う統一講習会（大阪）

7 15～16日　業務拡大に伴う統一講習会 15～16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 （滋賀、京都、和歌山）　

 3日　表彰委員会

19日　公益事業（放射線フェスタ）橿原近鉄百貨店

25日　生涯教育セミナー

18日　第3回定例理事会  1日　   近畿地域診療放射線技師会会長会議（大阪）

23日　漏洩線量測定講習会 21～23日 日本診療放射線技師会学術大会（下関市）

22日　　 全国会長会議（山口）

 7日　秋の福利厚生事業（ハイキング＆BQQ） 13～14日　業務拡大に伴う統一講習会（兵庫）

10日　がん検診推進50%大会 14日　近畿地域診療放射線技師会野球大会（兵庫）

21日　公益事業（橿原市主催に参画）万葉ホール

　　　ふれあい・いきいき祭り「健康と福祉の祭典」 19～21日　JSRT（広島）

28日　学術大会2018（会員学術発表会） 22日　基礎講習会（超音波検査）（兵庫）

　奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 27日　京都府放射線技師会創立70周年記念式典

 3日　公益事業  3日　大阪府診療放射線技師会学術大会

      レントゲン博士Ｘ線発見週間イベント　河合町  4日　大阪府診療放射線技師会創立70周年記念式典

20日　第4回定例理事会 3～4日　業務拡大に伴う統一講習会（滋賀）

18日　兵庫県放射線技師会学術大会

24日～25日　技術学会近畿支部学術大会（奈良）

25日　兵庫県放射線技師会学術大会　

12 8～9日　業務拡大に伴う統一講習会 　奈良県立医大　 8～9日　業務拡大に伴う統一講習会（大阪、兵庫）

15日　第5回定例理事会（定款第33条に基づく決議） 7～8日　業務拡大に伴う統一講習会（京都）

27日　公益事業 県民公開講座（奈良県橿原文化会館）

27日　新年情報交換会 20日　近畿地域診療放射線技師会囲碁大会（奈良県）

 3日　   京都府放射線技師会学術大会

9～10日　業務拡大に伴う統一講習会（和歌山）

 9日　   近畿地域診療放射線技師会会長・副会長会議

10日　   近畿地域診療放射線技師会学術大会（大阪府）

16日　原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会

19日　第6回定例理事会

4  5日  会計監査

9

1

2 22日　生涯教育セミナー

10

11

3

5 27日　滋賀県放射線技師会学術大会

6

8 　業務拡大に伴う統一講習会（兵庫）

記載した内容・日程はあくまでも計画です。諸般の事情により変更する場合があります。

2018年度年間行事予定表

開催月

4

 - 7 -



鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

松岡　孝明

　平成30年6月2日（土）東京都千代田区、日経ホールにおいて第79回公益社団法人日本診療放射線技師会

技師会の定時総会が開催され,代議員として水野会長、髙谷副会長と出席をさせていただきました。

　総会では、冒頭、中澤会長から以下のお話がありました。「まず、放射線技師養成所のカリキュラムの中で

画像診断学を学べるような教育を取り入れられるよう見直しを進めている。また臨床実習においては、見学

型から参加型の実習に移行できるよう現在取り組んでいる。昨年の４月に厚生労働省の中に医療放射線に

関する適正管理について検討会が開催され、下記の決定がされた　①医療被ばく線量の記録の義務化

②医療機関における医療被ばくの安全管理責任者の配置（医師・歯科医師・診療放射線技師）、次に診療放

射線技師法の抜本的な改正についての説明がありました。 「主な改正ポイントは、第２条にある放射線技師

の業務を照射だけに留めず、医療機器の品質管理、医療被ばく安全管理まで含められるよう提案している。

診療放射線技師法の第20条1項に掲げる養成について現在の3年から4年制大学に、次のポイントは第26条

について、医師・歯科医師の具体的な指示から指示に変えていきたい。これにより包括指示として捉え業務

拡大につなげたい。またこれに伴う照射録についても第28条、医師の署名を受けなくてはならないという

箇所と保存期間についても明確にしていきたい。更に重要な改正の際に付け加えたいのは、疑義紹介制度

を加えていきたい。今秋中にはこれらの意見書をまとめて立法府の診療放射線技師に対する懇話会などに

提案する予定。」との内容でした。この他、業務拡大に伴う研修会への全国的な受講率を残り2年の開催期

間中にほとんどの会員が受けていただけるよう各都道府県に対して要請がされました。

　報告としましては、今年度から会費納入規定の一部が変更になります。詳細な内容につきましては、JART

の総会特集号をご確認いただけますようお願い致します。

概要は「65歳以上の会員さまに対する会費の減額が実施される」とのことでした。奈良県放射線技師会でも

昨年度より検討を進めております65歳以上の会員さまの会費納入規定について、水野会長から総会の席で

本会の動きを紹介されたのちに「各都道府県で個別に異なる会費を定めた場合、日放技として対応が可能

か？」と質問をされ、それに対して日本診療放射線技師会、会計担当理事から「対応は可能です。」との回答

をいただきました。これを受けて本会におきましても65歳以上の会員さまの会費の見直しを進めて参りたい

と考えております。 

　尚、本総会において日本診療放射線技師会の役員の改選があり、新たに奈良県放射線技師会髙嶋敏光　

監事が近畿地域理事として選出されましたことを申し加えさせていただきます。

今回代議員として出席させていただきまたことで多くのことを学ばせていただきました。これらを活かし、

今後も地域医療への貢献、奈良県放射線技師会の発展のために務めて参りたいと存じます。

引き続き皆様方のご協力ご支援を宜しくお願い致します。 

代議員

報　告

第79回定時総会に出席して
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　5月26日（土）午後2時から、奈良県福祉総合センター５階大会議場にて、公益社団法人奈良県

放射線技師会第5回（通期第65回）通常総会が開催されました。開会の辞の後、水野会長挨拶、

奈良県放射線技師会会長功労賞、在籍20年表彰が行われ、続いて済生会中和病院　柴田善行

会員が議長に選出され、議事（第1号～4号）が進められ満場一致で決議されました。

今年度においては、役員改選がおこなわれ新執行部体制が発表されました。

本会の発展とともに、会員の高揚のため執行部は邁進してまいりますので、引き続き皆様のご

支援を賜りますよう宜しくお願い致します。 

　

中村　道宏

公益社団法人　奈良県放射線技師会会長功労表彰 

通常総会報告・表彰

公益社団法人 奈良県放射線技師会　第5回（通期第65回）通常総会開催

本会、表彰規定第2条に基づき、下記の者8名の表彰
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　 天理よろづ相談所病院　北川　祥美

表　彰　

公益社団法人　奈良県放射線技師会在籍20年表彰

浦前　寿二 芝野　健二

公益社団法人 奈良県放射線技師会在籍20年表彰を受けて

森田　周作 池口　俊孝

北川　祥美 阿部　昭彦

松岡　孝明

　平成30年5月26日（土）、奈良県社会福祉総合センター、（公社）奈良県放射線技師会第5回（通期65回）

通常総会にて在籍20年の表彰をして頂きました。 

実はこんなに長く放射線技師として勤務している事が、入職当時は想像すらできませんでした。

決して器用ではない私は、目まぐるしく変化するルーチンワークのスピードや、知識・体力のなさに心折

れそうになり、最初の1～2年は本当に自分に向いているのか、常に自問自答していることが多かったと

思います。

　そんな中、技師会の勉強会で同年に入職した他院の技師さんと話す機会があり、同じような悩みを

共有する事で、気持が少し楽になっていったような記憶があります。新しいモダリティを学ぶたび、悩み

はつきものでしたが、手取り足取り導いてくださる直属の先輩はもちろん、技師会は、病院や装置の違

いを超えて、自分は１人ではないということを認識させてくれる場だと有難く思っていました。

を共有し、作り上げていくものであるということを肝に銘じ、「決して自分は１人ではない」新人の頃に感

じた思いを胸に日々努力を続けたいと思っております。 

　最後になりましたが、このような場を設けて頂きました水野会長はじめ、役員の皆様に厚くお礼申し上

げます。今後ともよろしくお願い致します。 

　しかし、年月が経ち仕事にも慣れ始めると、つい自分の事にかまけて足が遠のいたのも事実です。

そして今はもうすでに先輩よりも後輩の方が多い年代にさしかかろうとしています。

その模範となるべき技師にならなければいけないのに、優秀な後輩のスポンジのような吸収力に驚愕し

力不足を痛感する毎日です。この表彰を機に初心にかえり、放射線部というチームの一員として自分に

何ができるのかということ、検査は１人の力で成り立っているわけでは決してなく、チームの仲間と思い
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診療放射線技師業務の一環として、照射線量の適正管理など医療被ばく低減に日々努力を
されていることと存じます。今回は「医療被ばくを考える ～すべては患者のために～」を
テーマに学術大会を開催する運びとなりました。

医療被ばく低減に向けての実践されている取り組みや、また日本診療放射線技師会の動向
などについて、皆様で情報を共有したいと考えております。

会員研究発表では、各施設の日常業務の様々な工夫や研鑽を是非ご発表いただき、診療放
射線技師の未来に繋がる時間を共に過ごしましょう。

医療被ばくに関する演題のみならず、他分野の研究発表も受け付けております。学術発表を
経験されたい方、もっと経験を積みたい方もこの機会に是非チャレンジしてみませんか？
皆様からの演題を心よりお待ちしております。

演題募集期間 平成30年7月1日～平成30年8月31日

発表形式 口述発表（プレゼンテーション7分、質疑3分）

技師会会員　（但し、平成29年度奈放技・日放技会費完納者）

入会手続き中の方も発表可

「撮影技術」「機器管理」「接遇」「医療安全」「医用情報管理」

「職業被ばく」『医療被ばく低減』等

下記の奈良県放射線技師会のホームページにアクセスし、抄録フォーマットを

http://www.rokuen.or.jp/wwwpages/login.html

1)フォーマットに従って必要事項を明記して下さい。

2)フォーマットの書式、フォントおよびフォントサイズは変更しないでください。

  図表を使用しないでください。数字は半角でご記入ください。

3)抄録本文は800字までとします。

4)フォーマットを発表者本人が連絡可能なPCアドレスから送付してください。

5)演題の採否は学術委員会にて行い、募集期間終了後メールにて通知いたします。

送付先 学術委員長　　北村 未央　　kitamura@rokuen.or.jp

              ★併せて学術大会実行委員も募集中★　お問い合わせ

                 済生会中和病院　北村未央　(kitamura@rokuen.or.jp)

演題区分

応募方法

会員研究発表　演題募集のお知らせ
平成30年10月28日（日）　＠奈良県社会福祉総合センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　～すべては患者のために～ 』

（公社）奈良県放射線技師会 学術大会2018

学術委員会のお知らせ

　　　　大会テーマ『 医療被ばくを考える

演題テーマ

応募資格

是非、日頃の成果を発表して下さい！

あなたのやる気を応援します！

奈
良
が
ア
ツ
い
！

奈良県放射線技師会 検索
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●大会のテーマ

学術委員会のお知らせ

（公社）奈良県放射線技師会 学術大会2018

フォトコンテストのご案内

　奈良県放射線技師会学術大会2018のポスターの原画となる写真を

写真は、奈良県内で撮影された、放射線技師のこれからの明るい未来を

イメージできるような作品でお願いします。

採用された作品には記念品が授与されます。

皆様からのご応募お待ちしております。

奈良県放射線技師会員のみなさまに広く募集します。

　「医療被ばくにについて　～すべては患者のために～」

●応募期間

　2018年6月1日から7月16日まで

　　（演題募集の期間とは異なります。ご注意ください。

●応募方法

●注意事項

　応募作品について、著作権及び使用権は（公社）奈良県放射線技師会に帰属します。

　応募作品は奈良県放射線技師会 学術大会2018のポスターに使用します。

　ポスターに撮影者の氏名及びタイトルを表示します。

　ご応募いただくデータを下記の送信先にお送りください。

　送信先　：　kitamura@rokuen.or.jp

●注意事項

　応募作品については肖像権侵害のおそれがないものに限ります。

　ポスター作成時に作品を一部編集することがあります。予めご了承ください。
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福利厚生事業開催参加記

ってみれば4位の感想文。天国から地獄に落とされた気分でしたが１つ発見がありました。

ボウリング大会に参加して

奈良県総合医療センター　岡本俊成

　梅雨に入り小雨の降る中、奈良県放射線技師会恒例の厚生事業であるボウリング大会に参加

させていただきました。

　最初に感じたことは若い方の参加がとても多いことでした。和気あいあいとプレーしている姿

を見て、これからも奈良県放射線技師会は多くの事業で発展を続けていけると思いました。 

私事ですが、昨年も参加したが成績は振るわず平均120ぐらいだったと記憶しています。

自分では「昔はもっと上手かったのになあ～」と言う思いがあり、今年ダメだったら来年はやめて

おこうと密かに思っていました。しかし、同じ職場から参加した若い人たちに刺激されて久しぶりに 

平均160以上のいい成績を残すことができました。一時は優勝も視野に入れ頑張りましたが、終わ

7・8レーンでプレーした8人の内、1ゲーム目より2ゲーム目の成績が悪かったのは私一人だけで残り

の人はかなり成績が良くなっていました。私が思うに、1ゲーム目のプレーでいろんな事を考え修正

実行した結果だと思います。これは仕事でも同じことで、日々成長してくれるものと実感しました。

センター森下さんの初優勝でした。2人とも満面の笑みで霜降りの肉を受け取っていました。 

今年はとても悔しかったので来年もぜひ参加したいと思います。 

　最後になりましたが、忙しい中厚生事業の企画、運営をしていただきました役員の方々に感謝申し

結果は、男子奈良県総合医療センター上田君の3連覇、女子は3連覇中の北村さんを抑え西和医療

上げます。 ありがとうございました。    
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２つ目は胸部領域についてです。胸部単純撮影の基礎では、画像の見方や症例解説などが

イベント開催報告・参加記

フレッシャーズセミナーに参加して

西の京病院　中尾　愛

　私は6月17日(日)に開催された、診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーに参加

させて頂きました。主な内容としては、新人に役立つマナーの基本や感染対策、そして放射

線技師として一番接点が多い、胸部単純撮影の基礎と気管支区分についてでした。 

　すべてがとても勉強になりましたが、私が特に印象に残った講習内容が２つあります。

１つ目は感染対策についてです。感染経路はとても身近なところにあり、その身近な感染経

路から感染を防ぐための対策を学べたことで、今後の業務における感染対策についての意

識が高まりました。また、エプロンやマスク・手袋が準備されており、着脱を体験できたので

講習の中で実践を想定した経験ができて良かったと思います。

　今回の講習で学んだことをしっかりと身に着け、今後さらに努力していきたいと思います。

ありましたが、少し理解するのが困難だったので、より一層勉強し臨床現場で対応していき

たいです。気管支区分については、気管支体操という気管支区分を体で覚える方法などよ

り簡単に覚えられる方法を教えていただきました。 

ありがとうございました。 
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委員会 イベント名 22名

日時 平成30年3月3日 15：00～17:00 1名

場所

 14：30　　　受付開始     

15：00　　　開会

1.　「放射線測定器　取扱方法と特性」

2.　避難退域時検査と防護衣の脱着法

3.　測定実習

17：00　　　閉会

委員会 イベント名 79名

日時 平成30年3月15日 17：00～ 1名

場所

1.　情報提供　バイエル薬品工業　千葉　康秀様

2.　第6回整形領域撮影勉強会　　　講師　安藤英次（奈良医大）

テーマ　「リウマチ患者の新薬と人工関節の進歩により

整形外科医に求められるX線撮影」

委員会 イベント名 29名

日時 平成30年6月10日 15：00～17：30 非会員7名・会員家族6名

場所

イベント開催報告・参加記

非会員

コメント：

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

危機管理 原子力災害の放射線被ばくの防止に関する研修会 会員（無料）

報告者 小林勝宏
田北病院 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：

プログラム・内容:：

プログラム・内容：　ボウリング大会（15：00より2時間）

　

コメント：
恒例となりましたボウリング大会を開催いたしまし
た。正会員・賛助会員様をあわせ42名ものご参加
をいただき盛会となり、会員相互の親睦をより深め
て頂きました。

報告者 奥田孝直
非会員　・　一般市民

オプトボウルタカダ ポスター・チラシ・写真等掲載欄

報告者 西村努
非会員

奈良県立医科大学附属病院第1講義室 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

今回は、㈱日立製作所の宮川様に様々な放射線
測定器の特性や取扱いについて、講義と実際に測
定器を使ったじっしゅうにより、詳しく教えて頂きま
した。

　　株式会社　日立製作所　宮川　知之

田北病院　放射線科　小林勝宏

福利厚生 春の厚生事業　ボウリング大会 会員(会費)

コメント：西村
6回目の本勉強会は奈放技開催事業として、定着
した感があります。

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

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 生涯教育セミナー　第6回整形領域撮影勉強会 会員（無料）

 - 15 -



鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

委員会 イベント名 25名

日時 平成30年6月15日 19：00～21:00 2名

場所

委員会 イベント名 6名

日時 平成30年6月17日 9:50～17:00 13名

場所

１）実施要領

平成30年8月19日（日）　10:00～15:00

近鉄百貨店橿原店1Fメビウスホール

　　　　　　　橿原市北八木町3-65-11

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

骨密度測定　並びに　放射線知識の普及・啓発、画像検査紹介　等

＜具体的内容＞ ①骨密度測定

②がん検診受診啓発のパネル展示と放射線画像検査の紹介

③放射線被ばく・検査に関する相談

 日　　　時：

 場　　　所：

事業目的：

事業内容：

　

10:00〜10:30 エチケット・マナー　 　   奈良県立医科大学附属病院　池口　俊孝

10:30〜11:00 医療コミュニケーション　奈良県立医科大学附属病院　池口　俊孝

11:10〜12:10 医療安全　                　田北病院　小林　勝宏

13:10〜14:10 感染対策　　                近畿大学医学部奈良病院 竹中　智士

14:20〜16:20 気管支解剖・胸部撮影　 国保中央病院　髙谷　英明

16:30〜17:00 技師会活動について　   奈良県放射線技師会　会長　水野　吉将

イベント開催報告・参加記

（公社）奈良県放射線技師会　放射線フェスタ2018開催要領

これから活躍していただく、19名の新人診療放射
線技師の皆様に参加いただいた。医療職場で働く
ための基本的な内容から、専門知識まで熱心に聴
講していただいた。今後の仕事に役立てていただ
きたい。また、技師会活動の理解も深めていただ
き、参加者全員の入会を期待したい。

コメント：
表記テーマにて南地区懇話会を開催した。参加者
は27名と多数の参加をいただき、講演・ディスカッ
ションともに活発な討議ができ大変有意義な懇話
会であった。また今回はドクターヘリの見学もでき
参加者からは大変好評であった。

報告者 髙谷道和
非会員　（無料）

南奈良総合医療センター　会議室 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：

フレッシャーズセミナー 会員（無料）

報告者 池口俊孝

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 南地区懇話会 会　員（無料）

プログラム・内容:：

コメント：

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

奈良県社会福祉総合センター ポスター・チラシ・写真等掲載欄

非会員

 - 16 -



鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

　  して頂く。下記に総会予算案を提示する。

・　会計監査を4月5日、奈良県立医科大学附属病院、病院経営対策室にて行う予定である。

・　平成30年3月4日（日）高清会高井病院陽子線治療センター施設披露会・見学会を社会医 

　  療法人高清会高井病院陽子線治療センターにて開催、当会代表として水野が出席した。

・　第5回（通期65回）通常総会を奈良県社会福祉総合センター大会議室にて14時から開催

　  する。今回は役員改選を行う。また、「特別講演」として「多職種で取り組む医療安全 」

　  と題して、奈良県立医科大学附属病院、医療安全推進室、室長、友田恒一先生 にご講演

　  放射線被ばく防止に関する研修会」を開催し、受講者には修了証を授与した。

　  詳細について、担当理事より報告がある。

議事録作成人ならびに署名人の指名　

議長（第31条）：水野吉将会長　　　　議事録作成人：小西隆雄常務理事

議事録署名人（第32条）：髙嶋敏光監事、上野山文男監事

議案（報告事項）

（欠席理事は委任状提出済み）

１．会長報告

・　平成30年3月3日（土）田北病院新棟会議室において「平成29年度原子力災害時における

(1)奈良県関係

等をしっかりと行い、平成32年度までに県内すべての会員の受講を目標に遂行したいと思い

ます。引き続きよろしくお願いします。

定数確認（第30条）　

出席理事14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。

　理事・監事様には業務等でお忙しい中、今年度最後の第6回定例理事会に出席頂きありが

とうございます。そして、第5回（通期65回）総会は5月26日（土）奈良県社会福祉総合セン

ター大会議室にて開催します。役員改選も行うため、準備等にご協力よろしくお願いします。

前回の理事会でもお願いしたが、「業務拡大に伴う統一講習会」の取得に関して、平成３０

年度も昨年同様に2回開催予定であります。今後は参加数が減少すると予想されるため、広報

出席理事：水野吉将、髙谷英明、松岡孝明、小西隆雄、西村　努、髙谷道和、中村道宏

　　　　　元渕慎介、奥田孝直、北村未央、小林勝宏、山田卓実、菊谷勇仁、池口俊孝

欠席理事：竹中智士

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

・会長挨拶 　

理事会議事録

（公社）奈良県放射線技師会

平成29年度第6回定例理事会議事録

日　　時：平成30年3月20日（火）19時00分～21時00分

場　　所：奈良県立医科大学　厳橿会館　研修室1
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2018年 1月号 Vol.65 No.757

2018年 　2月号 Vol.65 No.758

2018年 　3月号 Vol.65 No.759

（公社）東京都診療放射線技師会「東京放射線」

（一社）長崎県診療放射線技師会 2018年　新年号　2018・No.121

（公社）秋田県診療放射線技師会「AART会誌　55号」

会場費

講師謝金

使用備品代　

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ（無線）　2本

  ・6月10日（未定）日本診療放射線技師会総会、東京にて開催。代議員として、

　  水野、髙谷、松岡が参加する。（改選が終わっていないので、現時点でのもの。）

【他府県からの発刊物】

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ（有線）1本

卓上ｽﾀﾝﾄﾞ

PCﾌﾟﾛｼﾞｬｸﾀｰ

ｽｸﾘｰﾝ（床置き式）

持ち込みPC電気料

(2)奈良県放射線技師会関係

　　担当理事から報告。

(3)日本診療放射線技師会関係

　・第34回日本診療放射線技師学術大会（山口県下関市）の事前申込が開始した。

　　そこで、当会からお花を献花したいと思う。ご理解・ご承認をお願いしたい。

お花

雑費

合　計

5,130

55,000

  ・中華民国放射學會（台湾）初代会長、杜慶燻先生（91歳）が2月26日にお亡くなりに

　　なられた連絡があった（河村元会長より）。国際交流の原点にあたる先生であるため、

　　3月21日に告別式があり、当会代表で高橋元会長がご参列される。

2,050×2

300

100

3,600

300

100

5,000

6,370

30,000

支払済み

病院教授

理事会議事録

・第5回通常総会予算（案）

総会開催費

合計

支出

備　考予算(円)

55,000

55,000
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　　増えるため今後は「被ばく低減認定施設」を診療報酬へと働きかけていく。

　　そのために、全国で250以上の施設が必要になる。都道府県に最低でも5施設以上は

　　取得お願いする。（現在、奈良県は1施設）

　⑤第34回日本診療放射線技師学術大会（山口県下関市）の演題申し込みが5月15日で

　　締め切る。延長はない。

　⑥平成30年度行事担当各府県確認があった。奈良県は囲碁大会（第30回）

　　その後は平成32年度（学術大会）、平成33年度（野球大会）

　⑦近畿の創立70周年記念予定は京都府（10月27日）大阪府（11月4日）兵庫県

　　（11月18日）である。

　⑧奈良県から「女性活躍推進班」についての今後の関わりについて何点か確認した。

（公社）滋賀県放射線技師会　　　　滋放技ニュース　通算340号

（公社）兵庫県放射線技師会　　　　会誌「HART」Vol.77-③

　　また、60歳以上の会員についての会費等の状況も確認をした。

【発刊物】

（公社）大阪府診療放射線技師会　　大放技会報　No.318

（公社）京都府放射線技師会　　　　京放技ニュース　通算693号　2/2018

                                  京放技ニュース　通算694号　3/2018

　④診療報酬に関して画像管理加算3（被ばく管理、診断医6名以上、特定機能病院）が

(4)近畿地域診療放射線技師会関係

　・2月10日（土）神戸西神オリエンタルホテルにて、第2回近畿地域診療放射線技師会

　　会長・副会長会議を開催した。

　内容としては

　①医学物理士の国家資格について、日本診療放射線技師会は「我々としては2つの国家

（公社）大分県放射線技師会　　「大分放射線」第109号（秋号）　第110号（新春号）

（公社）宮城県放射線技師会 　　会報「MART」第89号

　　資格は必要ないので反対していく。

　②診療放射線技師養成に関して、画像診断学4単位を追加する。

　③診療放射線技師国家試験委員に副委員長に1名（九州大学）就く。

理事会議事録

（公社）福島県診療放射線技師会 福島放技ニュースVOL.162 2018年1月26日号

（公社）岡山県診療放射線技師会「会報」Vol.37

（公社）福井県診療放射線技師会 会報「すいせん」 140号　2018.02.09

（公社）埼玉県診療放射線技師会「RADIOLOGICAL SAITAMA」第66巻

（公社）富山県診療放射線技師会「会報」Vol.87.2018

（公社）神奈川県放射線技師会　「KART」Vol.70 No.5 Jan.2018 272　創立70執念記念誌

（一社）栃木県診療放射線技師会「会誌」No.109
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なし

(松岡副会長) 

・平成30年1月27日（土）～28日（日）マネジメント研修会（大阪コスモスクエア国際交流

　センター　会議室）世話役にて参加。

・平成30年2月10日（土）近畿地域診療放射線技師会会長会議（兵庫県）

　（西神オリエンタルホテル会議室）に参加。

・平成30年2月11日（日）近畿地域診療放射線技師会平成29年度第2回教育委員会

　（神戸大学医学部附属病院）に参加。

・平成30年2月11日（日）近畿地域診療放射線技師会学術大会（兵庫県）

　（神戸大学医学部附属病院）に参加。

・平成30年2月13日（火）第3回定款改正委員会

1月13日以降3月12日まで

新入会員【承認事項】・・・否決（0）保留（0）賛成（0）

　（奈良県立医科大学附属病院中央放射線部技局）に委員長として参加。

・平成30年2月 14日（水）第6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

・平成30年2月20日（火）創立65周年準備委員会（国保中央病院放射線科技師室）に参加。

３.常設委員会

1)総務関連事項（小西隆雄　常務理事）

・平成30年2月21日（水）第7回組織委員会（JCHO大和郡山病院会議室）に参加。

・平成30年2月 9日（金）平成29年度組織事業「西地区懇話会」

　（奈良県西和医療センター）に参加。

・平成30年2月11日（土）近畿地域診療放射線技師会会長会議（兵庫県）

　（西神オリエンタルホテル会議室）に参加。

・平成30年2月11日（日）近畿地域診療放射線技師会平成29年度第3回教育委員会

　（神戸大学医学部附属病院）に参加。

２．副会長の活動報告

 (髙谷副会長)

・平成30年2月12日（日）近畿地域診療放射線技師会学術大会（兵庫県）

　（神戸大学医学部附属病院）に参加。

・平成30年2月20日（火）創立66周年準備委員会（国保中央病院放射線科技師室）に参加。

理事会議事録

(5)医療関連団体関係 

　（公社）日本歯科技工士会　　　「日本歯技」 2  February   2018　3  March     2018

　 千代田テクノル　　　　　　    FB News  No.494 No.495

　【他団体からの発刊物】

　（一社）奈良県薬剤師会　　　　「会誌」第174号2018年1月

　（一社）奈良県臨床検査技師会　「奈臨技ニュース」　No.285、286
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25838 　山口　徹 27171 　谷口　巨隆

12575 　遠藤　忠保

場所　セレモニーホールつかもと　磯城郡田原本町八尾35-1

賛助会員　　

変更

1月18日　エーザイ株式会社

担当者変更　一ノ瀬　将宏　→　大島　大志

1月18日　第一三共株式会社

担当者変更　菅野　大輔　→　川東　瑞佳

1月18日　株式会社千代田テクノル

担当者変更　青木　大地　→　塚本　淳

1月18日　長瀬ランダウア株式会社

担当者変更　永井　慎一　→　杉原　真二

1月18日　38871　石橋　愛史　会員のお父様が御逝去

通夜　1月18日　19時00分から　葬儀　1月19日　11時00分から

1月18日　株式会社フィリップス・ジャパン

担当者変更　柿本　明宏　→　吉藤　勲

1月18日　富士製薬工業株式会社

担当者変更　佐藤　隆夫　→　北谷　恵理子

慶事・弔事

弔事　

異動

新規施設登録　　なし

施設情報変更　　なし

1月23日　47049　岩間　一城　勤務先、配送先、メールアドレス

宇治武田病院→地方独立行政法人奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター

1月30日　61055　山下　哲児　勤務先

1月30日　66869　大椨　晶来　自宅住所

2月26日　61055　山下　哲児　自宅住所

2月26日　59794　東　慎之介　自宅住所

理事会議事録

退会

転入　 なし

転出   なし

3月12日

2月7日 3月7日

奈良県会員　431名　仮会員0名 (3月12日現在）

場所　セレミューズ瑞光会館　生駒市桜ケ丘2-46

会員数

3月12日　12575　遠藤　忠保　会員が御逝去

（公社）奈良県放射線技師会正会員　432名　　　　　（1月16日　第5回定例理事会時435名）　

備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連　

通夜　3月13日　18時00分から　葬儀　3月14日　11時00分から
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理事会議事録

完了

イベント・カウント申請、完了

申請

1月18日　大和なでしこ平成30年1月定例会(1/27)

1月25日　第46回　奈良CR勉強会(2/14)

2月 7日　奈良県超音波勉強会第74回奈良県超音波画像勉強会定例会(3/29)

2月26日　原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会(3/3)

2月26日　奈良県消化管撮影技術研究会第311回定例会(4/27)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員13名　非会員2名　他1名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員37名　非会員6名　他0名

2月15日　第46回　奈良CR勉強会(2/14)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員15名　非会員4名　他1名

2月19日　奈良CT conference　2月定例会(2/15)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員67名　非会員20名　他5名

2月26日　奈良県消化管撮影技術研究会第310回定例会(2/22)

なし

8,121 16%

2)財務関連事項（山田卓実　財務担当理事）

予算額

50,000

3月 5日　原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会(3/3)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員23名　非会員1名　他1名

その他　　

なし

【質疑】

2月14日　平成29年度組織事業西地区懇話会(2/9)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員31名　非会員10名　他0名

2月 7日　大和なでしこ平成30年1月定例会(1/27)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員36名　非会員1名　他64名

1月22日　平成29年度県民公開講座(1/21)　

50,000

50,000

通信運搬費

消耗品費

印刷製本費

・中間報告　別紙参照

3,000

241,600

3,802

293,947

127%

122%

支払手数料

雑費

科　　目

管理費

総会費

旅費交通費

89%

118%

100%

予算執行率
支出額

44,678

117,920

199,106

法人会計

100,000

200,000
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（＋源泉　6,823円）

（＋振込手数料　325円）

　　　ただし、施設による受取の規定あるため、講師に事前確認を行う。

50,000

90,000

2,000

300,000

476

280,073

30,000

　　　参加者：正会員36人　非会員1人　一般64人　　　合計101人

　　　（前年度：正会員42人　非会員0人　一般68人　　　合計110人）

　　・アンケート内容改訂　結果（抜粋）別添―学術①―

　　・技師講師の謝金支給…理事が講師を務めた場合も支給できるようにしたい。

　　　その際は予算審議にて理事会の承認を得る。

―

・決算報告

科  目 本年度予算 本年度決算

10,000

25,000

―

通信費

理事会議事録

〇　県民公開講座　パネル代　３０，０００円を公１貸借料より支出

〇　県民公開講座　諸謝金　　６０，０００円を公１貸借料より支出

〇　県民公開講座　設備、舞台費用等　８７，４００円を公１貸借料より支出

〇　ニュース運用費　３７，８８４円を公３通信運搬費より支出

〇　新年会　景品代　２０，６４７円を他福利厚生費より支出

【質疑】

なし

3)学術関連事項（北村未央　学術委員長）

　〇開催報告　

　　開催報告書　1月23日付理事メールにて送付済み

300,000

300,000

46,310

87,400

9,480

17,982

―

14,649

13,776

13,000

15,000

300,000

300,000

参加費

事業対策費

計

会場費　会場使用料

文化会館・宏陽舞台　会場備品費

収入

支出

展示パネル

講師謝金（交通費込み）

30,000

60,00065,000

雑費

計

交通費（理事13・学術委員5）

昼食費（理事13・学術委員5）

会議費

印刷費
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　特別講演：「被ばく低減施設認定について」ベルランド　鈴木先生

２．放射線フェスタについて

　開催日時　平成30年8月19日（日）　10:00～15:00

　場　　所　近鉄百貨店橿原店

　事業内容　①骨塩定量測定

　テ ー マ：『医療被ばくを考える』　※4月学術委員会にてタイトル決定

３．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）　9:00～17:00　

　場　　所：奈良県社会福祉総合センター

理事会議事録

 〇次年度開催予定　　平成31年1月27日（日）　13:30～16:45　

　　　　　　  ・5月初旬から準備開始

              ・約1ヶ月前から広報開始（近鉄百貨店内、近隣の病院、広報誌　等）

            ②展示パネル　※組織委員会により改訂予定

　　　　　　③被ばく相談

　　　　　　④広報　ティッシュ＆チラシ配布

　担当委員会：組織委員会へ移管（第5回理事会にて承認済み）

　　　　　　　※引き継ぎのため北村立ち合い

・予算（案）　5月または7月理事会にて提示（予定）

〇今後の予定　・4月中　後援名義使用許可申請、広報誌掲載依頼

　橿原文化会館小ホール

　テーマ『　肺炎　』

　講師予定　画像…放射線技師（一般撮影・CT）

　口腔ケア…歯科衛生士　もしくは　呼吸器リハ…理学療法士

　診断・治療…医師　野間先生（天理よろづ相談所病院）呼吸器・感染症

　1) 各事業の開催時期と担当委員会の再考について

　2) 会員（賛助会員）のための新事業展開について

　3) HPの充実化について

　4) 検診業務における県（自治体）との連携調整ついて

４．事業改革案について

　提案書　別添―学術②～⑤―

５．その他

　1) 平成29年度ふりかえり

・引き継ぎを念頭においた事業のマニュアル化

・学術委員会　平成29年度事業予算・決算書・経費まとめ

・広報の徹底
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理事会議事録

・班分けによる積極的な企画運営参加

・実行プロセスのリスト化と作業スケジュールのチェック化

　2) 女性活躍推進班の活動に関する意見書・資料

　　　2月9日付理事メールにて送付済み

収支

科  目

事業対策費

受講料

　　　関西collection奈良県代表退任願を2月11日近畿地域理事清水会長に提出済み

【質疑】

　なし

非会員13 名

4)教育関連事項（西村努　教育委員長）

〇開催報告

・第6回　生涯教育セミナー　整形領域撮影勉強会

　日　時：平成30年3月15日(木)　19:00～

　会　場：奈良医大臨床第1講義室

6,500

15,000

支出

　講　師：安藤英次氏（奈良県立医科大学附属病院）

テーマ：

「リウマチ疾患の新薬と人工関節の進歩により整形外科に求められるX線撮影」

　参加者数：会員66名、非会員13名

15,000

6,500

〇事業予定

 (1)日本診療放射線技師会関連 

　・日放技奈放技共催

収支報告

決算報告

金額 備考

講師諸謝金

収入

合計

　　日　　時：平成30年7月15日（日）、16日(祝)

　　募集人数：45名

　・平成30年度　第1回統一講習会

　　平成30年度　フレッシャーズセミナー

　　日　　時：平成30年6月17日(日)

　　会　　場：奈良県社会福祉総合センター　中会議室

　　会　　場：奈良医大「厳橿会館」
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会場費

　　参加者　　会員22名　非会員1名

　　内　容　　① 放射線測定器の特性と取扱い

　　　　　　　　　(株)日立製作所ヘルスケア　宮川知之　様

理事会議事録

(2)奈良県放射線技師会関連

　　決　算　　1,000円（下記参照）

　〇開催報告

　「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」

　　開催日：平成30年3月3日（土）15時～17時

　　会　場　　田北病院　新棟会議室

備　考

　　危機管理委員会関連

　未定

【質疑】

　なし

(2)危機（原子力災害等および関西広域連合）担当：小林勝宏理事

収　入 (円)

　　　　　　　② 避難帯域時検査と防護衣（タイベックスーツ）の着脱法

　　　　　　　③ 測定実習　　　　　

　　　　決　算

支　出 (円)

0

0

0

講師謝金

　場　所：福井県の関西電力(株)原子力施設

　参加費：1,000円（お弁当代として）

関西広域連合関連

「原子力施設視察について」

　　今年も関西電力(株)様のご協力のもと、関西広域連合と協定を結んでいる

　放射線技師会の会員を対象に、原子力施設の視察を企画したい。

　開催日：平成30年6月28日 木曜日(案)

1000

非会員参加費その他

合　計

1000
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理事会議事録

【質疑】

　なし

　　　・巻頭言

　　　・日本診療放射線技師会表彰について

　　　・各種勉強会報告、学術大会抄録、県民公開講座抄録

　　　・定款

　　季刊誌鹿苑内容

　　　・各委員会報告

　　　・第1～3号議案

　　　総会（5月26日）の2週間前までには各会員の手元に届ける必要がある。

　　　締め切りは4月9日とさせていただく。。

　　　議案書内容

　　　・総会開催の会告と特別講演の内容

　　　・20年表彰の公示

　　　　　　　　　　　 勉強会案内（掲載）

　　　facebookアルバム更新 ： 平成30年1月21日 県民公開講座

【質疑】

　なし

5)広報関連事項（元渕慎介　広報委員長）

（1）季刊誌鹿苑102号、議案書の発行について　

　なし

 (3) ホームページ（中村道宏　ＨＰ委員長）

　　　2月更新内容　：　講習会案内（更新）

　　　・ニュース鹿苑からの抜粋記事

　　　・新人紹介、会員名簿、賛助会員広告

（2）鹿苑ニュース264号の発行について

　　　・7月初旬発行

【質疑】
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収支報告：会費5000円（受益者負担）

理事会議事録

収入

10,400

支出

会費余剰分

20,647

31,047

　（2）第29回近畿地域放射線技師会囲碁大会（兵庫県）

　　　日　時：平成30年1月21日（日）

　　　会　場：兵庫県民会館

　　　選　手：上野山文男、吉峰　正、中岡大輔、椎名隆之

景品他

合計

31,047

31,047

　　　応　援：髙谷副会長、奥田孝直

　収支報告：

技師会負担金

各県負担金

　　　　　参加人数：55名（内、新入会員3名）

　　　　　日　　時：平成30年1月21日（日） 17：30～

6)福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）

　〇開催報告

　　（1）新年情報交換会（県民公開講座終了後）

　　　　　会　　場：活魚料理花惣八木店　

支出

12,000

〇開催予定

平成 30 年度厚生事業(案)について

　1.春の厚生事業:ボウリング大会　6月 10日(日)予定。

技師会負担金

34,50034,500

新入会員補助 15,0003名分

弁当代（7名分）

交通費（6名分）円×6)

10,500

12,000

収入

34,500
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理事会議事録

　2.秋の厚生事業: BBQ を開催予定

　　　　【本年の囲碁大会】

　　　　・本会の選手がフルメンバーで戦えるよう、例年よりも選手募集の方法・頻度

  なし

　　　　・経験者も初心者も参加しやすい敷居の低い囲碁大会に出来ればと考える。

         本会役員の皆様にもご意見を頂きながら1年かけて検討していきたい。

 【質疑】

　　　　 を増やす。

　　　　兵庫県会長挨拶では選手も高齢化してきており、今後の開催について検討も

　　　　必要だが、開催要望も強いため続けて行きたいと話されていた。

　　　　【来年の囲碁大会】

　　　　・来年度は「30回記念大会」として開催させていただくことを提案する。

　　　　・例年のプログラムへのイベント追加など、今後検討する。

　　　　今年は滋賀県が3名出席できなかった。

　　　場所：未定。開催6か月前・本年7月頃には選定する予定。

　3.第 65 回近畿地域診療放射線技師会野球大会　

　　浜甲子園運動公園にて10月14日(日) に開催予定

　4.新年情報交換会:平成 31年1月27日(予定)

　5.第 30 回近畿地域診療放射線技師会囲碁大会(奈良県)

　　　日程：平成31年1月20日(日)または 2月3日(日)

1. 開催報告

平成29年度第6回　組織委員会

7)組織関連事項（髙谷道和　組織委員長）

外部委託委員　　山口長志郎　辻村恭平

担当副会長　　　髙谷英明

委　員　　　　　池口俊孝　菊谷勇仁　中村道宏　竹中智士　水野会長

委員長　　　　　髙谷道和

開催日時：平成30年2月21日（水曜）19時～

開催場所：大和郡山病院　3階会議室
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理事会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　📩　t-umesan@d-kintetsu.co.jp

　　　　・開催日未定　8月19日（日）予定

①　西地区懇話会　開催報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　0744-29-3773　

　　　　　　　　　　　　　　　　　楳北 貴士　（ウメギタ タカシ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　0744-25-8591（直通）

　　　　　後日北村から組織委員長へ

　　　　・近鉄百貨店担当者：近鉄百貨店 橿原店 営業推進部　販売推進課

2.今後の予定

　①　平成30年度組織事業の追加　放射線フェスタについて

　　　　・第5回理事会にて承認済

　　　　・準備スケジュールや必要文書様式等のマニュアル化

　　　　2部　ディスカッション　座長　辻村外部委員

　　　　　　　　問診票　ビグアナイド薬　副作用発生時の対策　予防策等

　　　　　　　　参加者：43名（会員36名　非会員7名）

　　　　　　2．当院の副作用対策について　JCHO大和郡山病院　　 安田会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西和医療センター　　 吉岡会員

　　　開催日時：平成30年2月9日（金曜）19時～

　　　開催場所：西和医療センター　事務棟1階大会議室

　　　司　　会：辻村外部委員

　　　内　　容：造影剤副作用について

　　　　1部　講　演　

　　　　　　1．副作用対策（副作用発生時の対応と投薬）　バイエル薬品　千葉 康秀様

　③　平成30年度事業＆取り組み

　　　・放射線フェスタ

　②　南地区懇話会

　　　　開催日時：6月15日（金）　19時～21時

　　　　開催場所：南奈良総合医療センター　（ヘリポート見学・メーカーの講演・討論会）

　　　　内　　容：副作用対策（副作用発生時の対応と投薬）　

　　　　　　　　　講演　第一三共担当者様へ講演依頼
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理事会議事録

　　　・ふれあいいきいき祭り　    平成30年10月20日（土曜）事前準備

　⑤　次回　第1回組織委員会　平成30年4月18日（水曜）

　　　　　　　　　　　　　　　　大和郡山病院　3階会議室　19時～

　【質疑】

山田理事：各種パネルの作成費について予算化していないが、予算をあげられますか？

　④　その他　平成30年度　理事改選にともなう組織委員担当については未定

　　　　　　　　　　　　　　 コンセプトは組織委員で設定して、若い外部の会員に作成

　　　　　　　　　　　　　　 してもらう方向ですすめる。コンセプト案作成してみる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（髙谷・辻村）

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年10月21日（日曜）開催　橿原市確認済

　　　・レントゲン週間イベント　　平成30年11月 3日（土曜・祝日）

　　　・懇話会　北　東　西　南　  地区別の懇話会開催なので「前回の内容と重複

　　　　　　　　　　　　　　　　  してもよいのでは」と考える。

　　　・リーフレット

　　　・各種パネルの作成     各モダリティ別で新たにリフレッシュして作り直していく。

髙谷理事：予算は調べていないので早急に確認します。

4．特別委員会

　 創立65周年記念誌発刊について。（髙谷英明副会長）

記念誌は作成し、ニュース鹿苑No.263号と合わせ同封し会員及び関係者へ発送を終えました。

記念誌の広告掲載の件で現在１社と仔細確認中です。確認後報告いたします。

　なし

(2)医療安全担当（池口俊孝　担当理事）

　 3月27日（火）17時から奈良県橿原文化館において「医療安全報告会」開催予定。

　【質疑】

　　①本会の名称変更について

5．常置委員会

1)定款改正等委員会（松岡孝明　副会長）

　平成30年2月13日午後７時から、奈良県立医科大学附属病院技局にて平成29年度第3回

　定款改定委員会を開催した。
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理事会議事録

　　　公益社団法人奈良県放射線技師会から公益社団法人奈良県診療放射線技師会への

　　③学術研究助成制度の規定・細則の見直しについて

　　　ア）学術委員会で検討を行うよう依頼。

　　　イ）現在奈良県下で本会が助成している研究会活動についても内規に明記できるよう

　　　　　今後進める。

　　名称変更について調整中である。

　　場合、各府県の会費も柔軟性を持って（一般会員の会費とたとえば定年後の会員の会

　　費など日放技と連動して）徴収のできるシステムの構築を提示して欲しいと今後日本

　　診療放射線技師会側に要望をしていく。

　　②定年を迎えられた会員様の会費について

　　　日本診療放射線技師会で現在60歳以上の会員様を対象に年会費の負担軽減を目的に

　　会費の減額が検討されている。近畿圏内での現状を踏まえた上で奈良県でも検討した

　　いと考えている。先日の神戸で開催された近畿地域会長会議に検討事項として提案を

　　行った。現状は本県と和歌山県のみでそれ以外は特になにも行っていないとのこと。

　　日本診療放射線技師会側に定年後の会員の会費減額等会費徴収方法が変更になった

　　　イ）次回の定款改定委員会は、6月中旬開催予定。

　　　　問題ない」と回答を頂いた。

　　④その他

　　　　第8章　公告の方法　現行：第41条　本会の公告は、「主たる事務所の公衆の見やすい

　　　　場所に掲示する方法により行うとなっている」ネット社会の時代に合わせて本会の

　　　　ホームページなどで電子公告をメインとした公示に変えていき定款改定を目指す。

　　　　公示に関しては、奈良県総務課に確認したところ「貴会定款に記載されていれば

　　　ア）公告・公示について

　【質疑】

　北村理事　：③については、学術委員会での（案）を提出で良いのか？

　松岡副会長：学術委員会と協議しながら進めたい。

　山田理事　：研究会勉強会の助成金についても定款を改正していただきたい。

　松岡副会長：わかりました。起案していきます。
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理事会議事録

　任　期：平成30年1月21日から平成32年1月20日

2)選挙管理委員会

　委員長・委員の交代。

　委員長：早川　浩司（済生会中和病院）

　委　員：樋垣　誠　（奈良県立医科大学附属病院）　前川　武志（済生会中和病院）

　総会の2か月前（3月25日）までに選挙管理委員会（委員長：早川浩司（済生会中和病院））

　済生会中和病院放射線科までに郵送等で提出をお願いしたい。

3)表彰委員会

　報告事項なし。

4)海外交流委員会（池口俊孝　委員長）

　・来年度の研修生受け入れ準備中。（3月20日現在連絡なし）

5)その他

　来年度役員選任への推薦候補について、推薦候補届出書、推薦候補同意書の提出を

7.経過事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

6.審議事項

　（１）選挙管理委員の任命について、役員選任規程から3名選出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

　（２）第5回通常総会の開催、事業費（案）について

　（６）第6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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

　（３）「原子力施設視察」の企画（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

　（４）南地区懇話会開催と各種モダリティのパネル作成委員会（外部）発足について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

　（５）中華民国放射學會（台湾）初代会長、杜慶燻先生の告別式に献花することについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

平成30年 1月21日（日）近畿地域診療放射線技師会囲碁大会（兵庫県）

平成30年 1月21日（日）

平成30年 1月21日（日）

公益事業「県民公開講座」  　奈良県橿原文化会館

新年情報交換会
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理事会議事録

平成30年 2月10日（土）

平成30年 2月11日（日）

平成30年 2月 3日（土）

平成30年 2月 9日（金）

平成30年 2月 9日（金）

　　　　　　　　　　　　　　奈良県社会福祉総合センター

平成30年1月27日（土）～28日（日）マネジメント研修会　大阪コスモスクエア国際交流センター

第24回日本医療マネジメント学会奈良支部幹事会・運営委員会

　　　　　　　　　　　　　神戸大学医学部附属病院

平成30年 2月11日（日）

平成30年 2月13日（火）

平成30年 2月14日（水）

平成30年 2月20日（火）

平成29年度公益法人研修会　奈良県文化会館　2階集会室A・B

平成29年度組織事業　西地区懇話会　奈良県西和医療センター

近畿地域診療放射線技師会会長会議（兵庫県）

　　　　　　　　　　　　　西神オリエンタルホテル　会議室

近畿地域診療放射線技師会　平成29年度第2回教育委員会

平成30年 2月21日（水）

近畿地域診療放射線技師会学術大会（兵庫県）

　　　　　　　　　　　　　神戸大学医学部附属病院

第3回定款改正委員会　奈良県立医科大学附属病院　中央放射線部技局

第6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

創立65周年準備委員会　国保中央病院　放射線科技師室

第6回組織委員会　　  　JCHO大和郡山病院　会議室

平成29年度原子力災害時における放射線被ばく防止に

関する研修会　田北病院　新棟会議室 平成30年 3月 3日（土）

第6回整形領域撮影勉強会　奈良県立医科大学臨床第一講義室 平成30年 3月15日（木）

社会医療法人高清会　高井病院陽子線治療センター 平成30年 3月 4日（日）

高清会　高井病院陽子線治療センター施設披露会・見学会

奈良県医療安全報告会　　　　奈良県橿原文化館 平成30年 3月27日（火）

（一社）奈良県健康づくり財団平成29年度第10回理事会

奈良県健康づくりセンター　3階研修室 平成30年 3月29日（木）

第6回定例理事会　奈良県立医科大学厳橿会館研修室1 平成30年 3月20日（火）

新奈良県総合医療センター開設記念式典

新奈良県総合医療センター 平成30年 3月24日（土）

8.今後の予定

奈良県立医科大学附属病院　病院経営対策室 平成30年 4月 4日（水）

平成30年度第1回学術委員会

第1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 5月 8日（火）

会計監査 　 奈良県立医科大学附属病院　中央放射線部技局 平成30年 4月 5日（木）
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以上

理事会議事録

公益社団法人奈良県放射線技師会

（公社）奈良県放射線技師会　第5回通常総会（通期第65回）

奈良県社会福祉総合センター　大会議室 平成30年 5月26日（土）

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

議事録署名人　　　　　　　　　　　　　髙嶋　敏光　　　印　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野山文男　　　印　

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。

平成30年3月20日(火)

議　　　長　　　会長（代表理事）　　　水野　吉将　　　印

9．次回理事会について　

　　平成30年5月8日（火）19時00分～

　　場所　奈良県立医科大学　厳橿会館　2F　特別会議室
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別　表

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 600,000 580,990 97% 100,000 50,550 51% 0

     旅費交通費 50,000 108,500 217% 50,000 65,600 131% 0

     通信運搬費 10,000 10,000 200,000 121,524 61%

     消耗品費 50,000 51,626 103% 20,000 2,700 14% 0

     印刷製本費 100,000 119,538 120% 50,000 31,848 64% 800,000 646,447 81%

     賃借料 150,000 202,480 162% 0 0

     諸謝金 300,000 278,877 93% 200,000 65,080 33% 0

     支払手数料 1,000 3,024 302% 1,000 540 54% 1,000 3,024 302%

     会議費 50,000 10,000 0

     福利厚生費 0 0 0

     研究助成費 0 0

     雑費 180,000 125,424 70% 50,000 13,809 28% 0

平成30年 3月 7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

支援する事業

図書刊行物の発行及びホームページにおけ

る　　発信事業

予算

執行率

予算

執行率

予算

執行率

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 0 0 0

     通信運搬費 10,000 10,000 0

     消耗品費 5,000 5,000 0

     印刷製本費 5,000 5,000 0

     賃借料 0 0 0

     諸謝金 0 0 0

     支払手数料 1,000 1,000 0

     会議費 50,000 10,000 0

     福利厚生費 0 0 200,000 100,105 50%

     研究助成費 0 300,000 120,000 40% 0

     雑費 50,000 50,000 50,000 100% 0

科目

その他事業会計

他１ 他２

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

他３

予算

執行率

予算

執行率

予算

執行率
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項目（１）事業報告（２）事業報告の付属明細書（３）貸借対照表（４）損益計算書

皆様のご協力により、全ての事業を無事遂行できました。この場をお借りして感謝申し上

げます。今期は5月26日の第5回（通期65回）通常総会での改選に伴い理事が3名交代する

　昨年度は創立65周年記念式典・祝賀会を開催し、準備等で大変忙しい中、理事、監事の

理事会議事録

公益社団法人奈良県放射線技師会

平成30年度第1回定例理事会議事録　

日　　時：平成30年5月8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、松岡孝明、小西隆雄、西村　努、髙谷道和、中村道宏、元渕慎介

　　　　　奥田孝直、北村未央、小林勝宏、菊谷勇仁、池口俊孝、竹中智士

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

欠席理事：髙谷英明、山田卓実

・会長挨拶

（正味財産増減計算書）（５）貸借対照表及び損益計算書の附属明細書（６）財産目録の

・5月27日（土）通常総会後、臨時理事会を開催する。

ことになりますが、新しい組織で業務遂行をしていきたいと思います。

それでは、本日の議事進行に対しましてご審議よろしくお願いします。

定数確認（第30条）

出席理事13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

(1)奈良県関係

承認をお願いしたい。

議長（第31条）：水野吉将会長　　　　議事録作成人：小西隆雄常務理事

議事録署名人（第32条）：髙嶋敏光監事、上野山文男監事

議案（報告事項）

１．会長報告

・5月26日（土）第5回（通期65回）通常総会を奈良県社会福祉総合センターにおいて開催

する。その議案書に掲載される内容ついて、法人法第124条第3項及び定款第34条1項に基

づき、理事会の承認を経た上で通常総会に以下の書類を提出する必要があるため、次の6
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（公社）

（公社）

（公社）

（公社）

（一社）

（公社）

（一社）

（公社）

（一社）

（公社）

（一社）

　うものである。つまり、「地域別診療報酬」が導入されると、県内の医療が低迷し、その

理事会議事録

　役員会での内容は、奈良県知事の発言に対しての抗議についてであった。

（読売新聞3月29日、奈良新聞4月11日掲載日）

　（資料あり）奈良県は国保料の統一化に伴い、もし保険料の値上げが避けられない場合は

　現在全国一律の診療報酬を都道府県単位で引き下げる「地域別診療報酬」を導入するとい

・3月29日（木）第11回奈良県健康づくり財団理事会が開催された。（水野出席）

・4月27日（木）奈良県医療推進協議会緊急役員会が奈良県医師会館で開催された。

　　・6月2日　日本診療放射線技師会総会、東京にて開催。

　後腐敗し、適切な医療サービスが行えなくなるため。そのままにしておくと、県内の病院

　が運営難のため潰れていくことになると推測される。

　「地域別診療報酬」が導入されると、県内の医療が低迷し、その後腐敗し、適切な医療サ

　ービスが行えなくなるため。→県内の病院が運営難のため潰れていくことになる。

・台湾から慈済科技大学から放射線技術科大学院一年生2名（男性）の受入依頼がきた。

　　期間:2018年7月3日〜8月3日（来日期間:6月30日〜8月5日）

　　担当理事と準備を進めている。（研修スケジュール、受入施設調整等）

(2)奈良県放射線技師会関係

　担当理事から報告。

(3)日本診療放射線技師会関係

大分放射線第110号大分県診療放射線技師会

　　　　　　　代議員として、水野、髙谷、松岡が参加する。

【他府県からの発刊物】

福島県診療放射線技師会 

宮崎県放射線技師会

神奈川県放射線技師会 「KART」Vol.70 No.6 Mar.2018 273

神奈川県放射線技師会70周年記念誌

会誌第337号　会員情報誌「FART NEWS」No.25

会誌「しずおかジャーナル」Vol.27 No.3 2018

「東京放射線」2018年 4月号 

機関誌「岩手放射線」第44号

「福島放技ニュース」2018.3月30日号 VOL.163

会誌 2018.3 Vol.103

福岡県診療放射線技師会

静岡県診療放射線技師会

東京都診療放射線技師会

岩手県診療放射線技師会

岐阜県診療放射線技師会

栃木県診療放射線技師会

雑誌第89巻（通号125号）

情報誌「あすたーと」Vol.43

山梨県診療放射線技師会 山放技ニュース2018.3
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（公社） 大放技会報　No.319

（公社） 会誌「あふみ」No.60　

情報誌「滋放技ニュース」第341号

（一社）

（一社）

（公社）

（公社）

「日本歯技」4 April  2018

　　・（一社）奈良県臨床工学技士会から第25回近畿臨床工学会の後援依頼。

　【他団体からの発刊物】

奈良県医師会 「奈良県医師新報」3 vol.794

　　開設記念式典に出席。

　・4月18日（水）第1回組織委員会（JCHO大和郡山病院会議室）に出席。

(松岡副会長) 

　・4月 4日（水）第1回学術委員会（奈良県立医科大学附属病院経営対策室）に参加。

理事会議事録

　報告事項なし。

(4)近畿地域診療放射線技師会関係

【発刊物】

(5)医療関連団体関係

奈良県柔道整復師会 「まほろば通信」第17号

滋賀県放射線技師会

大阪府診療放射線技師会

奈良県臨床検査技師会 「奈臨技ニュース」　No.287

日本歯科技工士会

２．副会長の活動報告

(髙谷副会長)

千代田テクノル  FB News  No.495 No.496

　・3月24日（土）新奈良県総合医療センターにおける新奈良県総合医療センター

転出

3月31日　54534　大久保　昌広　公益社団法人京都府放射線技師会へ

3月23日　45855　廣岡　重孝　　　　　　　　3月27日　56709　弓場　文麿

３.常設委員会

1)総務関連事項（小西隆雄常務理事）

3月13日から4月25日まで

新入会員  なし

近畿大学医学部奈良病院

退会

転入

3月22日　33385　橋場　久幸　　公益社団法人大阪府診療放射線技師会より

 - 39-



鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

3月20日　56366　坂本　裕嗣　自宅住所、配送先、勤務先

理事会議事録

4月12日　58071  中谷　千明　  公益社団法人大阪府診療放射線技師会へ

2年間会費未納につき資格喪失者

3月13日　28969（会員番号のみ表示）

異動

3月13日　60707　金子　純子　自宅住所

              → 地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター

　　　　　　　　　市立奈良病院　→　医療法人興生会吉本整形外科・外科病院

3月29日　42522　池口　俊孝　自宅住所、メールアドレス

3月29日　60921　河村　綾乃　自宅住所

3月30日　55697　川﨑　祐樹　配送先

4月 1日　59392　丸山　由夏　自宅住所

4月 3日　10964　浜田　洋敏　勤務先　自宅→医療法人藤和会藤村病院

4月 8日　28996　薮内　安成　勤務先

               地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター　

              → 地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター

4月 8日　28042　勝眞　康行　勤務先

               地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター　

3月13日　富士電機工業株式会社　　部署変更

4月10日　66976　山根　由佳　自宅電話番号

4月16日　54270　増田　雅士　学位

4月16日　60948　橋本　翼　配送先

新規施設登録　　なし

施設情報変更　　なし

賛助会員

4月 5日　セイコーメディカル株式会社　担当者変更　坂本正樹→篠前忠宏　

慶事・弔事

弔事

3月17日　26121　吉岡　孝之　会員のお父様が御逝去

通夜　3月17日　19時00分から　葬儀　3月18日　11時00分から

場所　エヴァホール橿原　奈良県橿原市小網町374
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完了

理事会議事録

慶事

4月10日　61947 吉田真大会員　御結婚祝電　5月26日

4月 4日

4月 4日

4月11日

4月18日

　奈良県MR　Conference5月定例会(5/11)

　第52回撮診の会(4/26)

　大和なでしこ第7回特別講演会(5/12)

　第5回奈良県放射線技師会通常総会時特別講演会(5/26)

申請

会員数

（公社）奈良県放射線技師会正会員　428名　　（3月12日　第6回定例理事会時432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427名仮会員0名 (4月25日現在）

イベント・カウント申請、完了

3月21日 　生涯教育セミナー第6回整形領域撮影勉強会(3/15)

4月 4日 　奈良県超音波勉強会第74回奈良県超音波画像勉強会定例会(3/29)

正会員66名　非会員13名　他0名　

正会員　5名　非会員4名　他0名　

【質疑】

なし

その他　　　　　　　　　　　

なし

2)財務関連事項（山田卓実財務担当理事）

・　領収書明細書に関して

・　貸借対照表

・　損益計算書（正味財産増減計算書）

・　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

・　財産目録

【質疑】

なし

・　中間報告

 - 41-



鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

3)学術関連事項（北村未央学術委員長）

理事会議事録

　・今後の予定　

１．放射線フェスタについて

開催日時：平成30年8月19日（日）10:00～15:00

場　　所：近鉄百貨店橿原店

事業内容：①骨塩定量測定　②展示パネル　③被ばく相談（相談員：吉峰会員（予定）

　　　　：④広報（ティッシュ、チラシ配布、ペッパー君）

会場側合同イベント：ココロとカラダの健康フェア　8月15日（水）～21日（火）

　　　　　　　　　　　　　積極的な提案がない限り講演会等の予定はなし。

　・予算書は第2回定例理事会（7月）で提出予定

　・進捗状況

　・奈良県、橿原市後援許可承認済、同時に広報誌掲載依頼済

　・マニュアル完成

　・打ち合わせ（未定）

　・7月～広報開始（近鉄百貨店内、近隣の病院、広報誌　等）→組織委員会

　CT（キヤノンメディカル）、他1社検討中。

２．奈良県放射線技師会学術大会2019について

　　開催日時：平成30年10月28日（日）9:00～17:00

　　場　　所：奈良県社会福祉総合センター

　「　被ばく低減施設認定の取得に向けて　」ベルランド　鈴木先生

　・特別講演（決定）

　・シンポジウム（案）

　勉強会委託なし。

　被ばく低減の取り組みを行っている施設や医療被ばくに関する情報提供で考案中。

　CT、TV/アンギオ、RI、近大奈良、管理士

　・ランチョンセミナー（案）

　その他メーカーについても小規模な機器展示行うか考案中。

　今後の予定　5月（総会）～　演題募集アナウンス

　　テ ー マ：『　医療被ばくを考える　～すべては患者のために～　』

　　　　　　　8月1日～ 　　　　大会ポスター広報開始

　　　　　　　8月　　　　　　　実行委員決定

　　　　　　　7月1日～8月30日　演題募集（2ヶ月間）
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　講師予定：　画像…放射線技師（一般撮影・CT）　→CTカンファレンスへ打診

　　　　　　 口腔ケア…歯科衛生士　→水野会長より歯科衛生士会へ打診

　　　　　　 吉副会長から承諾済み。5月末までに講師推薦連絡あり。

            　診断・治療…医師　野間先生（天理よろづ）　→内諾済

理事会議事録

 ・進捗状況　　・野間先生に概要送付

３．県民公開講座について

　開催日時：平成31年1月27日（日）13:30～16:45

　場　　所：奈良県橿原文化会館小ホール

　テ ー マ：『　肺炎の診断と予防　～健康なくらしのために～　』

 3) HPの充実化について

 4) 検診業務における県（自治体）との連携調整について

 ▶2)～4)につき技師会としてどう取り組んでいくのかご審議願います。

 ・今後の予定　・差し迫った案件はなし

４．事業改革案について

業務改善提案書　平成29年度第6回定例理事会にて提出

 （3月20日付　前回資料：学術②～⑤）

 1) 放射線フェスタの開催時期と担当委員会について　→漸進中

 2) 生涯教育セミナー（整形領域撮影勉強会）の開催について

　1) 会員からの要望について

５．その他

     ①検診マンモグラフィ撮影認定技師講習会

     ②高井病院陽子線治療センター紹介

　2) 定款改正委員会から学術委員会に改訂案の提示について

水野会長：HP委員会会議は、上半期下半期程度でも良いので検討して下さい。

4.3)についてはHP委員長に改善をお願いする。HP委員会を開催して、今後のHP運用について

【質疑】

水野会長：4.2)について、生涯教育セミナーは学術委員会で検討していただきたい。

     別添－学術①～⑥－

     ①講師料等内規の件　…学術委員会より改定案

     ②学術研究助成制度の件　…定款改正委員会へ再度委任する意向

会議を行って下さい。また、HP委員の増員が必要であれば、併せて検討して下さい。

中村理事：わかりました。
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理事会議事録

2,050

水野会長：2案について検討します。

中村理事：HP委員増員もふまえて検討します。

水野会長：4.4)については、技師会として、どのように動いていくかを他職種団体とも調整

をして、対策を考えて行く方向にしたい。

水野会長5.1)①について大阪府診療放射線技師会はすでに技師会としてマンモグラフィ講習

会を開催されている経緯があるので、問い合わせて開催可能か検討する。

開催可能となり、開催が決定されれば、実行委員会を立ち上げたい。

髙谷道和理事：5.1)②については、組織委員会事業の懇話会での紹介ではいかがでしょうか？

小西理事：放射線治療勉強会でも検討していただいたらいかがでしょうか？

   平成30年度　フレッシャーズセミナー

   　日　　時：平成30年6月17日(日)

   　会　　場：奈良県社会福祉総合センター　中会議室

4)教育関連事項（西村努　教育委員長）

教育委員

事業予定

(1)日本診療放射線技師会関連

　・日放技奈放技共催

21,670支出計

5,000

フレッシャーズセミナー予算案

実習機材費（色鉛筆）

講師昼食代

会場使用料

設備使用料（プロジェクター）

ワイヤレスマイク

0

8,120

4,000

2,500

収　入

支　出

　未定

　　募集人数：40名

　　日　　時：平成30年7月15日（日）、16日(祝)

(2)奈良県放射線技師会関連

　・平成30年度　第1回統一講習会

　　会　　場：奈良医大「厳橿会館」
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(3)危機（原子力災害等および関西広域連合）担当：小林勝宏理事

　1.機管理委員会関連

   ・開催報告 なし

   ・開催予定

　　平成30年度の事業予定

　　平成30年9月15日（土）「漏洩線量測定講習会」

　　平成31年3月16日（土）「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」

小林理事：近畿地域放射線技師会　管理士部会主催　

　　　　　福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察については、

5)広報関連事項（元渕慎介広報委員長）

（1）ニュース鹿苑264号について

　　　7月発行予定。原稿締め切り6月22日（金）

【質疑】

理事会議事録

　　　　　info mailでも会員の募集をかけたい。

【質疑】

    福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察を行う。

  2.関西広域連合関連

    「原子力施設視察について」

    平成30年6月28日（木）近畿地域放射線技師会　管理士部会主催

西村理事：フレッシャーズセミナーと統一講習会の案内を後日、各施設長宛てに郵送します。

　　　　　　　過去のQ&Aを繰り返しで掲載する方向で行きたいと考えています。

　掲載予定記事

　　・巻頭言

　　・理事就任挨拶

【質疑】

　　元渕理事：放射線に関して、ここまで4年間掲載してきたので、次号からは

　　・学　　術：学術大会2018案内

　　・福利厚生：春の厚生事業開催報告・参加記、年間事業案内

　　・教　　育：統一講習会案内、整形領域撮影勉強会開催報告

　　　　　　　　原子力研修会開催報告

　　・議事録

　　・定時総会参加報告
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理事会議事録

6)福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）

１）平成 30 年度厚生事業（案）について 

　　・場　所；ごきげん えびす 大和八木店

　　・会　費；4,500円

 (2)ホームページ（中村道宏ＨＰ委員長）

　　3月更新内容　： 勉強会案内（掲載）

　1.ボウリング大会 

　　4月更新内容　： 勉強会案内（掲載）・統一講習会申し込み（掲載）

①春の厚生事業

　　・場　所；オプトボウルタカダ 大和高田市東雲町14−14　TEL 0745-25-0210

　　・参加費；会員（家族も） 1,800 円/人、

　　　　　　：非会員 2,000 円/人、小学生以下 1,300 円/人

⑤新年情報交換会：平成 31 年 1 月 27 日

　　　　　　　　 　 年間行事予定（掲載）

　　facebookアルバム更新　：　2018.1.21 近畿地域囲碁大会　　　　　　　　　　　以上

【質疑】

なし

　　・日　時；平成 30 年 6 月 10 日（日）15：00～

②秋の厚生事業：10 月 7 日(日）にハイキング＆BBQ大会を開催予定

　　・会　場；浜甲子園運動公園

③第 65 回近畿地域診療放射線技師会野球大会（兵庫県）

　　・開催日；平成 30 年 10 月 14日（日）

④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）（奈良県）

　　・会　場；7月頃の選定を予定

　　・予算案；20,000 円（会場利用費補助）

　2.懇親会（参加者受益者負担）

　　・日　時；平成 30 年 6 月 10 日（日）17：30～
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[議案]

理事会議事録

　平成30年度第1回　組織委員会

　開催日時　：　　平成30年4月18日（水曜）19時～

【質疑】

40,000

20,000

20,000

100,000

30,000

科目

事業項目

　１．春の福利厚生事業

　　　開催場所：南奈良総合医療センター

⑥福利厚生事業予算案について

平成30年度

予算額

210,000

　開催場所　：　　大和郡山病院　3階会議室

　委　員　長　　　髙谷道和

　担当副会長　　　髙谷英明

　委　　　員　　　池口俊孝　菊谷勇仁　中村道宏　竹中智士　

　外部委託委員　　山口長志郎　辻村恭平

　　　開催日時：6月15日（金）18：30～21時

なし

7)組織関連事項（髙谷道和組織委員長）

　1. 開催報告

「ボウリング大会＆懇親会」

　2．第64回近畿地域診療放射線　

　　技師会野球大会

　　　　　　　　（大阪府）

29,788（収支差額）

20,647

36,500

（参加費・交通費等）

　3．秋の福利厚生事業

「ハイキング＆BBQ大会」

　4．第30回近畿地域放射線技

　　師会囲碁大会（奈良県）

　5．新年情報交換会

1. 南地区懇話会

　　　内　容　：副作用対策（副作用発生時の対応と投薬）

平成 29 年度決算額備　考

15,170（景品代等）

各県負担金31,000

交通費42,000

会場利用費補助

弁当代20,000

参加費・交通費等

会場利用費補助

参加費等

景品費補助等

雑費3,511（28年度決算額）
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　①　技師会ポスター作成委員会発足（理事会承認済）

理事会議事録

　　　　　1部 ：18：30～19：15　ヘリポート見学　

　　　　　2部 ：19：20～20：10　講演（仮）副作用発生時の対応と投薬　第一三共ご担当

　　　　　3部 ：20：15～20：55　ディスカッション

　　　　　　　　　　　　　　　　臨床現場における疑問点を中心に議論を行う方向

2. 技師会展示ポスター更新について

　②　予算案　

　　　各委員施設より1名（若い会員）推薦してもらう。

　　　リーダー：山口委員　他7名　髙谷　辻村　合計10名チーム

　　　担当者　：技師会（辻村委員）　CR（近大奈良）　治療（奈良医大）

　　　　　　　：MR（田北病院）　CT・X線撮影とは（山口委員）

　　　　　　　：RI（高井病院玉井会員に依頼）　アンギオ（市立奈良秋山会員）

　　　　　　　：がん検診を受けましょう！肺・胃・大腸　マンモ（済生会中和）

　　　構　成　・装置のみもしくは装置+検査内容とするか

　　　　　　　・フォントの統一が必要

　　　　　　　・添付画像に関してはメーカから提供してもらうが著作権等の

　　　　　　　　問題がクリアーされる等々委員会で決めていく

平成30年度ポスター作成予算書　(案）

5,000

¥170,000

　15,000×10枚

　5,000×3回開催

項目 金額 備考

技師会展示ポスター

作成委員会交通費実費

雑費

支出合計

150,000

15,000

　　　日　時：平成30年10月12日（金）19時～21時

　　　場　所：未定

　　　内　容：未定

　③　第1回　作成委員会　5月　担当　構成等決定

　　　第2回　作成委員会　7月　ほぼほぼ完成　校正

　　　第3回　作成委員会　9月もしくは10月完成予定

3. その他

　①　北地区懇話会

 - 48-



鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

¥26,000

¥2,791,000合計

4. 第2回組織委員会　平成30年6月20日（水）

理事会議事録

4．特別委員会

　　　　　　　　　　大和郡山病院　3階会議室　19時～

【質疑】

　水野会長：ポスター作製委員には招聘状を作成します。

 医療安全担当（池口俊孝担当理事）

　平成29年度奈良県医療安全推進センター講演会・活動報告会

　平成30年3月27日（火）16：30～19：30

　奈良県橿原文化会館小ホールにて開催。

　参加者：水野、池口、北村

広告費　協賛費

技師会積立金

その他

　特記事項なし。

　65周年記念式典収支報告

祝賀会参加費の残金

¥300,000

¥365,000

¥1,200,000

¥900,000

項目 金額 備考

収入 寄付金

祝儀

名札、手提げ袋等

徽章等

ポスター・チラシ

¥187,055

¥430,000

¥65,000

¥900,207

東大寺　筒井長老・司会者

懸垂幕　吊り看板等

スクリーン・プロジェクター

¥30,726

¥53,921

¥84,020

¥49,485

小計

消耗品費

雑費

旅費交通費

印刷製本費

公益

公益

諸謝金

会場費

賃貸料

公益

公益

公益

支出

公益

公益

公益
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理事会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収入　　　¥2,791,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出　　　¥2,052,398

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残高　　　　¥738,602

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 残高は、次回、記念式典に繰り越し

　　定款改正等委員会は総会終了後に、開催予定。

2)表彰委員会

　　公益社団法人奈良県放射線技師会会長功労表彰・勤続20年表彰者に対し、

¥87,320

¥15,018

消耗品費

雑費

通信運搬費

¥64,819

法人

法人

表彰者記念品等

案内状郵便費

証書ホルダー等

5．常置委員会

1)定款改正等委員会（松岡孝明副会長）

¥759,004

¥1,512

¥1,152,191

印刷製本費

雑費

振込手数料

小計（法人）

　今期で理事を退任されます。

法人

法人

法人

法人

法人

案内状・記念誌

一般記念品等

法人 合計 ¥2,052,398

¥224,518

　　総会において授与する旨の案内を郵送にて行った。

　　黃士庭 Huang Shih-Ting

4)その他

　　葉秀宸 Yeh Hsiu-Chen

　留学生受入

　期間:2018年7月3日〜8月3日（来日期間:6月30日〜8月5日）

　慈済科技大学　放射線技術科大学院一年生

3)海外交流委員会（池口俊孝委員長）

　西村　努理事（4期）組織委員、学術委員長、教育委員長

　中村道宏理事（5期）学術委員長、組織委員、HP委員長

　元渕慎介理事（3期）学術委員、組織委員、福利厚生委員長、広報委員長

　誠にお世話になりました。ご苦労様でした。

　今後も当会運営に際し、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
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　　・高井病院陽子線治療センター紹介について　地区懇話会（組織委員会）で検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

（3）（一社）奈良県臨床工学技士会から第25回近畿臨床工学会の後援依頼について。

理事会議事録

（2）奈良県医療推進協議会緊急役員会の内容に関して、当会として協力することについて。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

　　・生涯教育セミナー（整形領域撮影勉強会）の開催について　所管：学術委員会

　　・HPの充実化について　所管：ホームページ委員会

　　・検診業務における県（自治体）との連携調整について　技師会として取り扱う

　　・マンモグラフィ撮影認定技師講習会について　要検討

6.審議事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

（4）財務からの領収書明細書に関して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

（5）学術からの事業改革案について

　　　（５）貸借対照表及び損益計算書の附属明細書（６）財産目録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

（1）平成29年度事業報告及び決算について

　　・計算書類等の理事会の承認について

　　　法人法第124条第3項及び定款第34条1項に基づき、理事会の承認を経た上で

　　　通常総会に以下の書類を提出する必要があるため。

　　　（１）事業報告　　（２）事業報告の付属明細書　（３）貸借対照表　

　　　（４）損益計算書（正味財産増減計算書）

（8）慈済科技大学（台湾）から放射線技術科大学院生2名の受入依頼について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

（9）第1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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

（6）今年度福利厚生事業予算案について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】

（7）技師会展示ポスター作成予算案について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留【0】反対【0】承認【15】
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新奈良県総合医療センター開設記念式典　新奈良県総合医療センター

理事会議事録

会計監査　 奈良県立医科大学附属病院　病院経営対策室 平成30年 4月13日（金）

第1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 平成30年 4月 4日（水）

会計監査  奈良県立医科大学附属病院　中央放射線部技局 平成30年 4月 5日（木）

第1回組織委員会　JCHO大和郡山病院　会議室 平成30年 4月18日（水）

平成30年 3月27日（火）

平成30年 3月29日（木）奈良県健康づくりセンター　3階研修室

7.経過事項

平成30年 3月24日（土）

平成29年度奈良県医療安全推進センター講演会・活動報告会

奈良県橿原文化会館小ホール

（一社）奈良県健康づくり財団平成29年度第10回理事会

奈良県医療推進協議会緊急役員会　　　　奈良県医師会館

業務拡大に伴う統一講習会（京都府） 平成30年4月28日（土）29日（日）

第2回組織委員会　JCHO大和郡山病院　会議室 平成30年 6月20日（水）

（公社）日本診療放射線技師会第79回定期総会　日経ホール 平成30年 6月 2日（土）

８．今後の予定　

第5回（通期65回）通常総会　 奈良県社会福祉総合センター 平成30年 5月26日（土）

（公社）滋賀県放射線技師会学術大会　 平成30年 5月27日（日）

第1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 5月 8日（火）

平成30年 4月26日（木）

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県） 平成30年6月30日(土)7月1日（日）

平成30年6月2日（土）3日（日）

南地区懇話会　南奈良総合医療センター 平成30年 6月15日（金）

フレッシャーズセミナー　奈良県社会福祉総合センター 平成30年 6月17日（日）

平成30年 6月10日（日）

第2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 平成30年 6月 6日（水）

春の厚生事業（ボウリング大会）

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県）

海外研修生受け入れ事業　奈良県立医科大学附属病院　他 平成30年6月30日(土)～8月5日(日)

第2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 7月17日（火）

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7月15日（日）16日（月・祝）

業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県） 平成30年7月15日（日）16日（月・祝）

業務拡大に伴う統一講習会（大阪府） 平成30年7月7日（土）8日（日）

業務拡大に伴う統一講習会（京都府） 平成30年7月15日（日）16日（月・祝）
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公益事業　ふれあい・いきいき祭り　橿原万葉ホール 

理事会議事録

平成30年 9月18日（火）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

業務拡大に伴う統一講習会（京都府） 平成29年10月7日(土)～8日(日)

がん検診推進50％大会（奈良市） 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29年10月13日(土)14日(日)

第34回（公社）日本診療放射線技師会学術大会（山口県下関市） 平成30年9月21日(金)～23日(日)

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30年10月 7日（日）

近畿地域診療放射線技師会野球大会（兵庫県） 平成30年10月14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）

（公社）兵庫県放射線技師会学術大会 平成30年11月25日（日）

（公社）大阪府診療放射線技師会学術大会 平成30年11月 3日（金・祝）

（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）

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）

公益事業　レントゲン週間イベント　イオン西大和店 平成30年11月 3日（金・祝）

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県） 平成29年11月3日（金・祝）4日（土）

第1回表彰委員会　奈良県立医科大学附属病院　病院経営対策室 平成30年 8月 3日（金）

公益事業「放射線フェスタ」　　橿原近鉄百貨店 平成30年 8月19日（日）

近畿地域診療放射線技師会会長会議

（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）大阪府診療放射線技師会事務所 平成30年 9月 1日（土）

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 平成30年 9月15日（土）

平成30年10月21日（日）

（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 平成30年10月28日（日）

平成30年10月27日（土）

基礎技術講習会「超音波検査」（兵庫県） 平成30年10月22日（日）

京都府放射線技師会創立70周年記念式典

（公社）日本診療放射線技師会全国会長会議（山口県下関市）

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）

新年情報交換会 平成31年 1月27日（日）

（公社）京都府放射線技師会学術大会 平成31年 2月 3日（日）

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31年 1月15日（火）

公益事業「県民公開講座」  　奈良県橿原文化会館 平成31年 1月27日（日）

近畿地域放射線技師会囲碁大会（奈良県） 平成31年 1月20日（日）
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理事会議事録

平成31年 4月 5日（金）

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31年 3月19日（火）

会計監査  奈良県立医科大学附属病院　病院経営対策室　

9．次回理事会について

　平成30年7月17日（火）19時00分～

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31年 3月16日（土）

近畿地域診療放射線技師会会長会議（大阪府） 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31年 2月10日（日）

業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県） 平成31年2月9日（土）10日（日）

公益社団法人奈良県放射線技師会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　場所　奈良県立医科大学　厳橿会館　特別会議室

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。

平成30年5月8日(火)

議　　　長　　　会長（代表理事）　　　水野　吉将　　　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

議事録署名人　　　　　　　　　　　　　髙嶋　敏光　　　印　
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別　表

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 200,000 150,000 0

     旅費交通費 100,000 150,000 0

     通信運搬費 10,000 10,000 300,000

     消耗品費 50,000 20,000 0

     印刷製本費 250,000 50,000 1,200,000

     賃借料 150,000 0 0

     諸謝金 200,000 200,000 0

     支払手数料 5,000 5,000 5,000

     会議費 50,000 10,000 0

     福利厚生費 0 0 0

     研究助成費 0 0 0

     雑費 100,000 50,000 0

予算

執行率

予算

執行率

予算

執行率

平成30年　 5月 18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

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 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 0 300,000

     研究助成費 0 300,000 0

     雑費 50,000 50,000 0

予算

執行率

予算

執行率

予算

執行率

他３
科目

その他事業会計

他１ 他２

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
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鹿苑ニュース 平成30年（2018年）7月11日

　　　　主催　公益社団法人　奈良県放射線技師技師会

　　　　後援　橿原市

お気軽にお立ちより下さい。

　　　いろんな”モノ”のなかみをX線で見てみよう！

（骨密度測定無料実施）

　　　　　医療放射線被ばくについて

　　　　　がん検診を受けたいけど・　・　・

　　　あなたの骨年齢を調べてみませんか？

内容；展示及び無料相談会

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。

放射線フェスタ　2018

平成30年8月19日（日）

近鉄百貨店橿原店にて開催！

　　　会場：１F　メビウスホール

　　　時間：午前10時～午後3時

県民の皆様へ

イベントのご案内
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