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公益社団法人 京都府放射線技師会学術委員会 原口 隆志 

今回は、診療報酬改訂と現在の放射線技師を取り巻く状況における講演の 2 題を予

定しています。ご多忙のこととは存じますが、多くのご参加をお待ち申し上げます。 

また、研修会終了後通常総会を開催いたします。そちらも併せてご参加をお願い致し

ます。 

 

日時：平成 26 年 5 月 10 日（土）14：00 ～ 15：30 

会場：エーザイ株式会社 京都コミュニケーションオフィス 京都御幸ビル 8 階 

会費：会員無料（非会員 500 円） 

 

【予定講演】 

テーマ 1：「平成 26 年度診療報酬改定について」 

 講師：（株）エーザイ 

テーマ 2：「診療放射線技師を取り巻く環境と今後」 

 講師：（公社）京都府放射線技師会会長 轟 英彦 

 

 

第 3 回公益社団法人京都府放射線技師会通常総会 
日時：平成 26 年 5 月 10 日（土）16：00～ 

会場：エーザイ株式会社 京都コミュニケーショ

ンオフィス 京都御幸ビル 8 階 

議事： 

1. 議長選任の件 

2. 平成 25 年度事業及び決算に関する件 

  （1）平成 25 年度事業経過報告 

  （総括報告及び各委員会報告） 

  （2）平成 25 年度会計決算報告 

  （3）平成 25 年度監査報告 

3. 平成 26・27 年度役員選任の件 

  （1）理事（会長および副会長を含む）の選任 

  （2）監事の選任 

4. その他 

5. 議事録署名人選任に関する件 
  

／
（通算 648 号） 

TEL＆FAX 075-802-0082 E-mail:kyohogi @ mbox.kyoto-inet.or.jp 

ホームページアドレス http://www/kyohogi.jp/ 
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京都病院学会（京都私立病院協会･京都府病院協会主催）が、今年は 6 月 8 日（日）

に開催されます。今回の学会は、昨年に引き続き会場を池坊短期大学においての開催

となります。学会の基調講演は『永遠の 17 歳、おとなの学校で介護を変えよう』と

して、講師は大浦敬子氏（ピュア･サポートグループ代表）にお願いしました。また、

特別講演は『スウェーデンの人々の暮らし～暮らしにまつわる医療と福祉～』として

ウルフ･セールマルク氏（スウェーデン大使館公使）にお願いしました。 

そして、要望演題『認知症を有する患者への医療』と今回の初めての試みとして継

続演題『チーム医療』を予定しています。 

今回は、総演題数は 415 演題となりました。放射線部門は 30 演題の発表が予定さ

れております。 

会員･非会員にかかわらず多数の参加をお待ちしております。なお、時間や内容な

どの詳しいことは下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

 

記 

 

日時：平成 26 年 6 月 8 日(日) 9：00 ～ 17：00 

会場：池坊短期大学 美心館 3 階 

（放射線部門：第 5 会場 12：40 ～ 16：10） 

一般参加費：3,000 円 

アクセス：地下鉄「四条駅」・阪急「烏丸駅」下車 26 番出口より西へ徒歩 2 分 

市バス「四条烏丸」停留所より徒歩 2 分 

（構内には参加者用の駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用の上、 

ご来場ください） 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広報･渉外担当理事 新井 喬 

  ＊連絡先：宇治徳洲会病院 TEL 0774－20－1111(代表) 放射線科まで 

  

「第 49 回京都病院学会」開催のお知らせ 

株式会社 島津製作所 075（811）9111  キヤノンライフケアソリューションズ(株) 075（691）5101 
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編集委員会 中島 智也 

きづ川病院では約 8 年間稼働している東芝メディカルシステムズ社製旧 MR 機種に

換わり同社の Vantage Titan を導入されました。これは旧機種の静磁場マグネット

を流用し、最新機種である Vantage Titan に改造するという方式を採用したとのこと

ですが、稼働より 10 ヶ月が経過した現場に、状況をお聞かせいただきたく、お伺いい

たしました。 

 

京都府放射線技師会編集委員中島（以下中島） 今回、旧機種の静磁場マグネットは

そのままに、それ以外を新機種にしたとのことですが、新しい機種である Vantage 

Titan は、旧機種と比べてどうでしょうか。 

小西技師長 同じ東芝ということもあり、操作性は変わらず、使い勝手がいいのです

が、なんといってもオープンボアと強調しているだけあって、ボア径が大きくなりま

した。この 71cm という広さは非常に開放感があります。ボアの内装に体軸両側に LED

照明が配置され、おしゃれな空間を演出しています。今までなら閉塞感で検査が苦手

だったという方でも、これなら大丈夫とおっしゃられた患者様が多数おられます。そ

れに旧機種は稼働 7 年が経ち、コンソールパソコンが度々停止していたのですが、新

機種ではそれがなくなりました。 

 

中島 今回の装置更新方式では、ほとんどの個体が新装置ということになりますが、

わざわざ旧装置の静磁場マグネットを流用した理由をお聞かせください。 

小西技師長 MR 装置を新規に導入すると、静磁場マグネットの調整に時間がかかり、

その間、MR 検査を止めることになります。そのことによる患者様への負担、病院の

収益を考え、今回の方式にしましたが、結果、1 週間もかからずに稼働・操業すること

ができました。 

 

中島 その他に、新しい装置ならではの特徴はありますか。 

小西技師長 今回の新規導入では全てのコイルを付属して購入したのですが、例えば

膝関節撮像の場合、マルチコイル高速撮像技術で

ある SPEEDER を用いれば、脊髄用コイルと 

Flex コイルを組み合わせるだけで十分な画質が

得られます。膝専用の QD コイルを用いる場合、

コイルのセッティングに時間と手間がかかりま

すが、Flex コイルであれば目的部位に乗せるだ

けで済みます。それで膝専用コイルと同等の画質

が得られるのも運用面で非常に有利です。現在で

は頭頸部用 QD コイルと脊髄用コイルは常に設

置したまま、目的に合わせて Flex コイルか腹部

用コイルを乗せるだけで、ほとんどの撮像に対応

できます。検査スピードが速くなったので数年で

元が取れる計算になり、業務の効率化、採算面、 
オープンボアでは内径（矢印）が 71cm とい

う広域で、被験者が感じる圧迫感は少ない 

城陽市きづ川病院 新 MR 装置の導入紹介 
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画質を含めた検査の質の向上と、新機種導入はトータル的に正解でした。 

 

中島 欠点としてはどのような点がありますか。 

小西技師長 新機種を導入したならばヘリウム補充がいらないはずが、静磁場コイル

を旧機種から流用しているために、従来機種と同等に補充しなければいけません。欠

点としてはそれくらいでしょうか。 

中島 今回は日常業務がお忙しい中、取材をお受けいただきありがとうございました。 

 

京都府放射線技師会編集委員会では現場で働く会員の役に立つ情報を発信していきま

すので、今後とも、新機種導入、新施設建築されたご施設のご紹介をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

組織調査委員会 久保田 裕一 

厚生委員会 中川 稔章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 30 日に第 3 回学遊会を開催しました。今年度は遊びをメインに会員間の親睦や

交流を深めたいと、城陽市の友愛の丘にてバーベキューを行いました。雨の中での開

催となりましたが、23 名の参加者が BBQ を楽しみました。 

 さらに多くの会員が交流を持てるように、次年度以降も色々と企画を行っていきま

すので、是非ご参加ください。よろしくお願いします。 

※「京放技学遊会」とは、技師会を通じて色々な事を学び、

共に遊ぶ会となることを願って作った造語です。 

  

第 3 回学遊会報告 
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  第 1回理事会報告   平成 26 年 4 月 5 日

議長に山添理事、書記に中田理事を選任し午後 4 時より議事に入った。 

I．経過報告及び計画に関する件 

1）経過報告及び計画（轟会長） 

（経過報告） 

・3月 17日 総務委員会 (京放技事務所) 

・3月 22日 全国学術大会実行委員会開催 (京放技事務所) 

・3月 27日 全国学術大会実行委員会開催 (京放技事務所) 

 定款改正を申請 (京都府へ) 

・3月 29日 京都府へ次年度事業計画提出 

・3月 29日 期末監査 (京放技事務所) 

・3月 30日 学遊会 (友愛の丘) 

・4月 5日京都医療科学大学入学式 (京都医療科学大学) 

 平成 26年度京放技第 1回理事会 (京放技会議室) 

（計画） 

・5月 2日 日本診療放射線技師会第 1回理事会 (東京) 

・5月 10日 第 522回研修会 (エーザイ会議室) 

 第 3回京都府放射線技師会通常総会 (エーザイ会議室) 

 平成 26年度京放技第 2回理事会 (エーザイ会議室) 

 役員懇親会 (場所未定) 

・6月 7日 日本診療放射線技師会総会 (東京) 

・6月 8日 第 49回京都病院学会 (池坊短期大学) 

・6月 13日 平成 26年度京放技第 3回理事会 (京放技会議室) 

・6月 21・22日 第 30回日本診療放射線技師学術大会プログラム委

員会（轟、河本、北村、原口出席） (大分県) 

・7月 4 or 11 日 平成 26年度京放技第 3回理事会 (京放技事務所) 

・7月 12日 全地区委員会及びフレッシュ診療放射線技師の集い 

  (ホテルセントノーム京都) 

2）委員会報告及び計画 

【庶務】皿谷理事 

・会員数 2月 28日現在 495名（先月±0） 

（内訳）名誉会員 4名、正会員 464名、賛助会員 27名（社） 

※平成 25年度新入会累計 26名（再入会 0名含む） 

・委員会報告 

・対外文書 89件、発刊文書 4件（3月 1日～3月 31日） 

【財務】武部理事 

・会費納入状況 

3月末日現在平成 25年度会費納入状況 431名 

平成 25年度会費未納者 36名 

・平成 26年 3月会計収支報告書 

・3月 29日 期末監査終了 (京放技事務所) 

・公益法人インフォメーションによる電子申請の準備（総会終了後 6

月まで）を行う。 

・日放からの借り入れは行わない。 

・資格停止会員候補者 1名の承認の一ヶ月延長の承認 

・財務処理ソフトの購入の承認 

【学術】原口理事 

・3月 22日 学術委員会開催 (京放技事務所) 

・3月 26日 第 31回日本診療放射線技師会学術大会実行委員会 

  (京放技事務所) 

・5月 10日 第 552回研修会予定  (エーザイ京都支店会議室) 

・7月 12日 第 553回研修会予定 (セントノーム京都) 

【編集】中島理事 

・3月 24日 4月号ニュース編集作業 (田辺中央病院) 

・公益法人取得・法人設立 30周年記念式典 報告書作成 

・平成 25年度京都府放射線技師会雑誌 編集作業 

・通常総会出欠はがき印刷中 

・4月 7日 4月号ニュース校了予定 (田辺中央病院) 

・4月 21日 5月号ニュース編集作業予定 (田辺中央病院) 

・公益法人取得・法人設立 30周年記念式典 報告書作成を継続 

・平成 25年度京都府放射線技師会雑誌 編集作業を継続 

【広報・渉外】新井理事 

・4月 1日 「第 49回京都病院学会第5回理事会・第 3回実行委員会」

出席 (私立病院協会事務局会議室) 

主な内容－ 1．総演題数 415題プログラム決定、2．広告協賛

53 件 216 万円（昨年を上回る）、3．要望演題・特

別講演・継続演題などの運営手順確認、4．座長・

準備委員依嘱状 4月中旬に発送、5．5月中旬京大記

者クラブにてプレス発表、6．反省会 7 月１日(火)

予定  など 

・5月 13日「第49回京都病院学会第6回理事会･第 4回実行委員会」

開催出席予定 (私立病院協会事務局会議室) 

・6月 3日 「第 49回京都病院学会第7回理事会･第 5回実行委員会」

開催出席予定 (私立病院協会事務局会議室) 

・6月 7日 「第 49回京都病院学会」準備・設営 (池坊短期大学) 

・6月 8日 「第 49回京都病院学会」出務・撤収 (池坊短期大学) 

・平成 25・26 年度公衆衛生推進事業補助金各書類 4 月 10 日までに

提出 

・京都病院学会座長４名/準備委員 10名選出 

・ニュース 5月号に京都病院学会案内記事を掲載 

・補助金各書類詳細の問い合わせの対応 

【組織調査】久保田理事 

・3月 30日 学遊会開催 (友愛の丘) 

23 名参加（会員 19名、非会員 2名、学生 1名、会員家族 1名） 

・7月 12日 全地区委員会開催予定 (ホテルセントノーム京都) 

【厚生】中川理事 

・3月 30日 学遊会開催（23名参加） (友愛の丘) 

・7月 12日 フレッシュ診療放射線技師の集い開催予定 

  (ホテルセントノーム京都) 

【情報】中田理事 

・4月 3日 京放技ニュース PDF、学遊会バーベキュー写真掲載 

【管理士】山根理事 

・4月 管理士委員会開催予定 

【受賞者選考委員会】河本副会長 

・30 年・50年表彰者へ、9月 19日に大分県にて行われる第 30回診

療放射線技師学術大会表彰式への出席を依頼予定 

 

II．地区経過報告及び計画に関する件 

【北地区】古谷理事 

・3月 10日 京都病院学会準備委員を北地区技師に依頼 

・3月 19日 学遊会開催の参加案内を連絡網にて配信 

・3月 25日 次期北地区理事に業務引継ぎの説明を行う 西陣病院 

【中地区】楡理事 

・3月 10日 連絡網にて、次年度の会費納入用紙が会員のもとへ届

くのが 4月半ば頃になる事についての配信 

・3月 19日 連絡網にて、学遊会への参加募集について配信 

【東地区】平川理事 

・3月 20日 地区委員に学遊会参加案内、希望者の連絡要請 

【西地区】丸山理事 

・3月 10日 学遊会「BBQ」案内 

・3月 11日 日放技会員システム更新中の連絡 

・3月 19日 学遊会「BBQ」再度案内 

・3月 25日 次期地区理事へ引継ぎ (三菱京都病院放射線科) 

【南地区】渡里理事 

・3月 24日 学遊会参加の確認 

・4月に次期地区理事へ引き継ぎ予定 

【両丹地区】山添理事 

・3月 20日 平成 25年度第 3 回地区委員会開催（新旧役員引継会） 

・3月 24日 学遊会の案内を連絡網配信 

・通常総会出欠はがき投函依頼予定 

・地区委員会開催予定 

【西南部地区】松元理事 

・3月 12日 日放技の会員システム不備と会費請求書発送遅延の連

絡網配信 

・3月 28日 地区委員会開催 (関西医大枚方病院) 

・訃報連絡がメールでは遅延することがあるので検討して欲しい。 

 

III．その他 

1）平成 25年度事業報告について（轟会長） 

平成 25 年度事業報告は 5 月 10 日の通常総会に提出する予定であ

る。それまでに意見を出し合って修正を行う。詳細は通常総会にて。 

2）決算報告について（武部理事） 

平成 25 年度決算報告の説明が行われ、まとめて印刷にまわす。詳

細は通常総会にて。 

3)監査報告（田城監事） 

平成 25年度期末監査報告がなされた。詳細は通常総会にて。 

 

 

ケアストリームヘルス株式会社  06（6534）7090 



(6) 京放技ニュース 平成 26 年 5 月 1 日 

   

4）京放技マークの統一について（北村副会長） 

新京放技ロゴマークが一昨年度から採用されているが、新旧ロゴマ

ークが入り混じっている現状を整理します。京放技の正式マークは

旧マークであるが、新公益法人取得に際し、新たなマークを採用し

ている。正式マークが旧マークなので、京放技ニュースや京都府放

射線技師会雑誌には旧マークを使用し、それ以外の封筒等では新マ

ークを採用することとする。 

次回理事会は平成 26 年 5 月 10 日(土)通常総会終了後よりエーザイ京都支店にて開催予定 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責中田) 
 

 

 

 

 

 

 

庶務委員会 皿谷 弘樹 

先月号ニュースに同封していました、平成 26 年 5 月 10 日にエーザイ京都支店にて

行われる、第 3 回（公社）京都府放射線技師会通常総会の出欠はがきの投函をお願い

します。 

 締切りは 5 月 9 日必着ですので、5 月 7 日中にはご投函をお願いします。 

 

 

 

 

 

京都市左京区の病院にて、常勤募集があります。 

詳しくは京放技ホームページか、事務所へお問い合わせください。 

 
 

  理事会で決定、報告された重要事項 

● 連絡網は FAX では遅滞があるので、メーリングリスト方式等導入へ次回理事会以

降も検討を継続することにする。 
 

 

   5 月以降の京放技活動 

 
 5 月10 日（土） 第 552 回研修会、第 3 回(公社)京都府放射線技師会通常総会 

  エーザイ京都オフィス 

 6 月 8 日（日） 第 49 回京都病院学会参加 池坊短期大学 

 7 月12 日（土） 第 553 回研修会、全地区委員会、フレッシュ診療放射線技師の集い  

 ホテルセントノーム京都 

常勤職員の求人 

富士フイルムメディカル(株)075（671）0264 5101 コニカミノルタヘルスケア(株)0570（01）1203 

通常総会出欠はがき投函のお願い 


