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公益社団法人京都府放射線技師会 久保田 裕一 

立春とは名ばかりで真冬のような寒さが続いておりますが、陰暦の如月

は、寒さで着物を更に重ねて着る「衣更着」の説が有力とされています。ま

だまだ寒さは厳しいようです。この時期の受験生にとっては、最後の追い込

みを必死に熱い気持ちで頑張っている時期です。会員の皆様にとっても受

験は多少なりとも大変だった思い出ではないでしょうか。 

私にとっての受験の思い出は、就職してから暫くはよく、国家試験を受験す

る夢を見ました。夢はいつも同じで、気が付いたら全く勉強していないのに

受験の日を迎える内容で、とても嫌な夢でした。お陰様で正夢とはならず、

勉強不足ながらも受験に合格することが出来、診療放射線技師として現在

も職に就くとこが出来ています。 

今年は我が子も受験生です。親が出来るのは体調管理とご祈祷だけだと思

っているのは私だけかもしれませんが、受験生を持つお父さんとお母さん

は最後まで子供を応援してあげましょう。 

さて、京都府放射線技師会は平成 30年 10月 27日に創立 70周年記念式

典を予定しております。長きに渡り、諸先輩方が築きあげてきた京都府放射

線技師会。その歴史と確かなる歩みを一つの形として執り行います。当会は

平成 24 年 5 月 1 日付で公益社団法人として登記をしました。そこで創立

70 周年記念事業の一つとして、従来から使用していた社団法人のロゴマー

クとは別に、公益社団法人京都府放射線技師会のロゴマークを新たに公募

し、作成することにしました。3月号ニュースにて詳細を会員の皆様へご案

内できるように準備を進めております。ロゴマークは『顔』であり、その組

織の『象徴』だとも言われています。国民へ診療放射線技師を理解してもら

える、また京都府放射線技師会のイメージにぴったりのロゴマークが出来

上がる事を楽しみにしております。是非、応募を検討してみてください。 

診療放射線技師を今より更に国民の皆様から必要とされる職種へ、また会

員の皆様と共に築き上げていく職能団体を目指して、これからも取り組ん

でいきます。 

今月 4 日に京都ホテルオークラにて開催します府民公開講座へ多くの会員

が参加して下さる夢を今夜は見ます。正夢になることを願って。 
  

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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京放技事務所開所時間（月～金の午後 1時～5時） 
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平成 30年 2月 1日 

各地区会員各位 

 公益社団法人京都府放射線技師会 

 選挙管理委員会委員長 澤田 保雄 

(公社) 京都府放射線技師会役員選任規程第 2 章第 11 条、第 3 章第 12 条

及び第 13条、第 14条、第 15条、第 16条項の規程に基づいて、地区選出

理事候補者の選挙を各地区所属会員の互選によって行います。 

各地区の有権者は、下記の要領に従って全員もれなく投票されますようお

願い致します。 

記 

(1) 地区被選挙権者名簿から 1名を選出し、所定の投票用紙（同封のハ

ガキ）で必ず投票をして下さい。 

(2) 所定以外の用紙による投票は、無効とします。 

(3) 投票は無記名で行ってください。 

(4) なお、会長の指名による副会長候補者、及び、理事候補者は被選挙

権者ではありません。投票しないでください。 

(5) 投票締切日は平成 30年 2月 28日(水曜日) 必着とします。 

以上 

 

 

 

会長指名による副会長候補者および理事候補者について会長による指名役

員選出について、役員選任規定第 11 条、第 12 条により、下記の候補者が

指名されました。 

よって、地区選出理事の被選挙者名簿より削除をお願いいたします。  
  

副会長候補者  

原口 隆志 （関西医科大学香里病院：西南 3班） 

理事候補者  

皿谷 弘樹 （京都逓信病院：中 2班） 

渡 里 弘 （京都九条病院：南 1班） 

後 藤 正 （済生会京都府病院：西 4班） 

中島 智也 （田辺中央病院：南 5班） 

新 井 喬 （宇治徳洲会病院：南 3班） 

蒲 順 之 （大島病院：南 2班） 

中川 稔章 （京都府立医科大学附属病院：北 4班） 

大西 孝志 （京都医療センター：南 2班） 

山根 稔教 （京都中部総合医療センター：西 5班） 

橋岡 康志 （福知山市民病院：両丹 1班）  

平成 30・31 年度地区理事候補者の選挙に関する告示 

会長指名による副会長候補者および理事候補者について 

コニカミノルタジャパン(株) ヘルスケアカンパニー 0570 - 011 - 203 
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 平成 30年 1月 5日 

 公益社団法人京都府放射線技師会 

 選挙管理委員会委員長 澤田 保雄 

平成 30・31年度役員選挙に関する会長・副会長の信任投票の結果を下記

の通り報告を致します。 

記 

投票期間 平成 29年 12月 1日～12月 31日 

有権者数：520名、投票数：291票、無効票：0票、投票率：56.0% 

1.会長候補者 河本 勲則 君 信任：284票 不信任：7票 

2.副会長候補者 久保田 裕一君 信任：289票 不信任：2票 

 (公社) 京都府放射線技師会役員選任規定第 2章第 10条により、会長候補

河本 勲則 君、副会長候補 久保田 裕一 君を当選人とする。 

選挙管理委員会 

委員長 澤田 保雄 

副委員長 中村 泰典 

委 員 林 浩二 

以上 
 

 

 

学術委員会 後藤 正 

平成 29 年 10 月 29 日(日) に日本診療放射線技師会主催による基礎技術講習

「X 線 CT 検査」が京都府立医大医学部基礎医学学舎において開催されました。

診療放射線技師育成のため、モダリティーごとにもうけられた基礎的技術講習で

あり、CT 検査に関して診療放射線技師に必要な基礎知識の再確認を行うための

講習会です。参加者は近畿圏から 76名、新人からベテランまで、幅広い層の受講

者であった。CT装置遍歴、画像再構成法、画像表示処理、画質・性能評価・線量

特性、撮影技術などの講義、また確認試験をおこなった。 

MDCT が世に登場してから 20 年、CT は目覚ましい進歩を遂げている。現在

CT は画像診断にはなくてはならない存在となっており、特に救急医療の現場で

はフル回転している状況です。故に非常に多くの技師が携わる検査となっており

ます。装置の進歩により操作は簡便になり、扱いやすく、簡単な撮影なら誰にで

もすぐ使える装置となっています。その反面、撮影の

多様化、画像再構成、処理の複雑化、膨大なデータの

取り扱い、造影剤に対する対応、件数の増大に伴う被

ばくの問題など様々な学習項目も増えてきています。

今回の講習会は基礎的な内容から、CT 検査に伴う

様々な項目をひとまとめにした盛りだくさんの内容

で、大変有意義なものでありました。 

参加していただいた方、運営スタッフの皆様、ご講義いただいた近畿地域の講

師の皆様、ありがとうございました。  

平成 29 年度 基礎技術講習「X 線 CT 検査」報告 

平成 30・31 年度会長・副会長候補者信任投票集約結果 
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 組織調査委員会 蒲 順之 

 厚生委員会 中川 稔章 

余寒の候、会員皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

今年度も共に学び、遊び、絆を深めることを目的とした学遊会を開催します。 

今年度も好評のバーベキューを「友愛の丘」にて行いますので会員に限らず、会員家族、

診療放射線技師（職場の先輩・後輩・友人等）など多くの参加をお願いします。 

楽しいゲーム・イベントなどもありますので、食べて飲んで大いに楽しみ親睦を図りま

しょう。 

参加申し込みは京都府放射線技師会ホームページから入力または、技師会事務所へ FAX

またはメールにてお願いします。 

なお、レクリエーション保険に入るため、①氏名 ②年齢（①と②は参加者全員分）③連

絡先 ④メールアドレスを記入のうえお願いします。 

 

京都府放射線技師会ホームページ http://www.kyohogi.jp/ 

FAX 075-802-0082  メールアドレス kyohogi@mbox.kyoto-inet.or.jp 

詳細は申し込みをされた方へ後日お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

（過去の学遊会より） 
 

記 
日程：平成 30年 3月 25日(日) 11時（JR奈良線長池駅より送迎あり） 

場所：(公財)青少年野外活動総合センター「友愛の丘」（京都府城陽市寺田南中芝 80） 

会費：技師会員 3,000円、平成 29年度新入会会員 1,000円 

   一般会員家族 3,000 円、非会員 4,000円、未成年無料 
 

なお、予約の都合上 3月 10日(土)までに申し込み下さい。 

以上 
  

第 7 回学遊会のご案内 
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ケアストリームヘルス株式会社 06 - 6534 - 7090 

 第 9回理事会報告  平成 30年 1月 6日
議長に後藤理事、書記に山根理事を選任し午後 4時半より議事開始 
I．経過報告及び計画に関する件  
1）経過報告および計画 河本会長 
（経過報告） 
・12月 6日 原子力被ばく医療講演会 
  (京大先端医療機器開発・臨床研究センター) 
・12月 14日 学術委員会 (京放技事務所) 
・12月 17日 全国教育委員会 (日放技研修会室) 
・12月 21日 組織調査委員会 (京放技事務所) 
・12月 23・24日 災害支援診療放射線技師研修会(日放技研修会室) 
・12月 26日 総務委員会・平成 30年度予算会議 (京放技事務所) 
平成 30年 
・1月 5日 選挙管理委員会 (京放技事務所) 
・1月 6日 京放技第 9回理事会 (京放技会議室) 
（計画） 
・平成 30年 
・1月 7・8日 業務拡大に伴う統一講習会 (京都第二赤十字病院) 
・1月 13日 大阪互礼会 (大阪第一ホテル) 
・1月 20日 京都私立病院協会新年会 (京都ブライトンホテル) 
・1月 21日 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会囲碁大会 
  (兵庫県県民会館) 
・2月 4日 京都府放射線技師会学術大会・府民公開講座 
  (京都ホテルオークラ) 
・2月 9日 京放技第 10回理事会 (京放技会議室) 
・2月 10日 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会第 2回会長会

議  (西神オリエンタルホテル) 
・2月 11日 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 
  (神戸大学医学部附属病院) 
・3月 10日 京放技第 11回理事会 (京放技事務所) 
・3月 25日 京放技学遊会 (友愛の丘) 
・4月 7日 期末監査 (京放技事務所) 
・4月 14日 平成 30年度京放技第 1回理事会 (京放技会議室) 
・4月 28・29日 業務拡大に伴う統一講習会 (京都医療センター) 
・5月 6日 定例研修会、通常総会、第 2回理事会 (会場未定) 
2）各委員会報告及び計画 
【庶務】皿谷理事 
・会員数 12月 31日現在 553名（先月+3） 
（内訳）名誉会員 5名、正会員 523名、賛助会員 25社 

新入会 3名 
 ※平成 29年度新入会累計 25名（再入会 1名含む） 

・12月 14・20・30日 委員会開催 (京放技事務所) 
・対外文書 54件、発刊文書 3件（12月 1～31日） 
・新卒入会 3名を承認。 
【財務】渡里理事 
・会費納入状況（平成 29年 12月 1日現在） 

平成 29年度会費納入者 446名（85.1%） 
平成 28年度会費未納者 8名（2%） 

・会費 15万円入金 
・12月 26・28日 委員会開催 (京放技事務所) 
【学術】後藤理事 
・12月 14日 学術委員会開催 (京放技事務所) 
平成 30年 
・1月 7・8日 業務拡大に伴う統一講習会予定(京都第二赤十字病院) 
・2月 4日 学術大会＆府民公開講座予定 (京都ホテルオークラ) 
・2月 11日 近畿地域診療放射線技師会学術大会予定 
  (神戸大学医学部附属病院) 
【編集】中島理事 
・12月 6日 年報原稿を各委員会へ要望 
・12月 7日 京放技封筒発注 
・12月 19日 府民公開講座ポスター発注 
・12月 22日 2018年 1月号ニュース校了 
・12月 27日 公開講座ポスター封筒詰め作業 (京放技事務所) 
【広報・渉外】新井理事 
・12月 30日 阪急コミュニティーボードへ府民公開講座ポスター貼

付依頼 
・京都市福祉ボランティアセンターへ HP上に府民公開講座ちらし
掲示のあいさつ 

・2月上旬 「無資格者による診療放射線技師業務の防止に関する
要望」発刊予定  

・2月 6日 「第 53回京都病院学会第 1回実行委員会」開催予定  
  (京都私立病院協会会議室) 
・平成 29年度京都府補助金関係報告書作製予定 
・京都市の「健康長寿の町京都」というイベントに 2月 4日の府民
公開講座が認定され、京都市ホームページに掲載されている。 

・病院学会準備委員の選出を要請 
・「無資格者による診療放射線技師業務の防止に関する要望」の内容
に関して承認 

【組織調査】蒲理事 
・12月 21日 厚生・組織調査合同委員会 
・3月 25日 学遊会開催 (城陽市友愛の丘) 

【厚生】中川稔章理事 
・12月 21日 学遊会打ち合わせ (京放技事務所) 
・1月 21日 近畿地域放射線技師会囲碁大会参加予定 
  (兵庫県県民会館) 
・2月 4日 新春の集い開催予定 (京都ホテルオークラ) 
・3月 25日 学遊会開催予定 (友愛の丘) 
【情報】大西理事 
・12月 18日 ホームページのトップページ更新 
・12月 21日 組織調査・厚生合同委員会参加 
・12月 25日 ホームページのトップページ更新 
・1月 4日 ホームページのトップページ更新 
【管理士】山根理事 
・12月 6日 被ばく医療講演会助手 （京都大学附属病院） 
・12月 20日 京都府原子力総合防災訓練第三回推進会議出席 
  （綾部市） 
【両丹学術】橋岡理事 
・2月 2日 両丹地区総会 
・2月 4日 第 569回京放技研修会・府民公開講座 
・2月 9日 理事会 
・2月 11日 近畿地域診療放射線技師会学術大会 
【受賞者選考委員会】河本会長 
・日放技からの勤続 30年表彰推薦者の合否連絡待ち 
II．地区経過報告及び計画に関する件 
1）【北地区】丹後理事 
・2月 4日 地区会員情報の再確認作業の依頼 
 次期会長、副会長 投票のお願い 
・12月 12日 次期北地区理事候補者の依頼 
・12月 19日 次期会長、副会長 投票のお願い 再送信 
・12月 27日 次期北地区理事候補者の決定報告 
・ 次期会長、副会長 投票のお願い 再々送信 
2）【中地区】楡理事 
・12月 4～25日 会員情報の確認のためのメールを配信する（4回） 
・12月 12・27日 平成 30・31年度会長副会長信任・不信任投票の

お願いについて配信する（2回） 
・12月 21日 1月からの技師会行事への参加呼びかけを配信 
・1月 1日 京都府放射線技師学術大会・府民公開講座のお知らせ

を配信 
・1月 4日 学術大会・中地区発表・抄録を学術理事にメール送付 
3）【東地区】中川政幸理事 
・12月 25日 会長・副会長信任投票用紙、送付依頼 
・12月 28日 連絡網メーリングリスト化再確認 
・2月 4日 京都府放射線技師会学術大会終了後、東地区委員会 
4）【西地区】平井理事 
・12月 11日 「会長・副会長選挙のはがき返信のお願い」配信 
・12月 15日 西地区会員の確認・整理及び地区委員への分担データ

作成 
・12月 15日 「会員情報確認のお願い」配信 
・12月 19日 「会員情報確認のお願い」再配信 
・12月 26日 西地区委員からの会員情報返信分の統合作業及び技師

会への報告 
・1月末～2月初旬 地区委員会開催予定 
5）【南地区】若畑理事 
・12月 南地区会員情報確認作業 
・1月 7・8日 業務拡大に伴う統一講習会出務予定 
  (京都第二赤十字病院) 
・1月 26日 第 3回南地区委員会開催予定 (京都医療センター) 
6）【両丹地区】小川理事 
・ 両丹地区会員確認（電話連絡） 
 会長、副会長選挙投票に関してメール連絡 
・1月中旬 第 4回両丹地区委員会開催予定 
・2月 2日 両丹地区冬季研修会、新年会 
7）【西南部地区】松本理事 
・年度内に地区委員会開催予定 
III．その他 
1．選挙管理委員会報告（澤田選挙管理委員長） 

1月 5日 選挙管理委員会開催 (京放技事務所) 
平成 30・31年度会長・副会長候補者信任投票開票と結果 
有権者数：520名、投票数：291票、無効票：0票、投票率：56.0 % 
会長候補者 河本 勲則君 信任：284票 不信任:7票 
副会長候補者 久保田 裕一君 信任：289票 不信任:2票 
(公社)京都府放射線技師会役員選任規定第 2 章第 10 条により、
会長候補河本勲則君、副会長候補久保田裕一君を当選人とする。 

平成 30・31年度地区理事候補者の選挙に関する告示 
役員選任規程第 3章第 12条及び第 13条第 14条第 15条第 16条
項の規程に基づいて、地区選出理事候補者の選挙を行う。 

3月 5日 選挙管理委員会開催予定 (京放技事務所) 
2．来年度の近畿地区放射線技師会の予定（原口副会長） 
京都府での統一講習会受講率は 50%を超えているが、申し込みが
少人数であっても開催していく予定である。7月に両丹地区で開催
を考慮しているが、両丹地区での会員の受講率は 80%を超えてい



(6) 京放技ニュース 平成 30年 2月 1日 

   

るので翌年度に開催してもいいと考えている。他府県でも受講者が
少ないこともあり、他府県共同開催も検討されている。 

3．繰越収支残高の使い方について（渡里理事） 
京都府から備品購入の決算が少ないことを指摘されており、貯蓄の
中から現時点で必要な備品を購入しようと考えている。 
まず、事務所のメイン PC の調子が悪いので新規購入する。また、
会議室のエアコン 2 台のうち 1 台の調子が悪いので、これも新規
購入する。研修会で使用するプロジェクタの所有を考えている。講
演に使用するノート PC も現状は個人所有物を使用しているので、
これも新規購入する。野球のボール規格が変更されたのに伴い、厚
生イベント用にボールを 2ダースほど新規購入する。 

京放技事務所が所在しているマンションの建て替えを考慮した予
算建てを計画する必要があるかもしれない。 

4．ビブス購入に関して（久保田副会長） 
寄贈していただいた京放技ジャンパーの文字がはげ落ちている状
況もあり、近畿地域診療放射線技師会野球大会が雨で中止となった
予算をビブス購入に充てたい。活動時にビブスの着用は当会の活動
の宣伝になると考えます。紫色で考えている。三役で色や仕様を決
めて購入することを承認。 
 

以上、各議案について採択し承認された。 (文責：山根)

 

 

 

 

つい先日、歯科医院でしなくてもいい治療を行った（健康な歯を削った）として歯科

医師が逮捕される事件が報道されました。本人は否認しており、まだ起訴もされていま

せんので、この事件の真相は今後の捜査を待つしかありません。我々、診療放射線技師

も患者様の身体に損害（被ばく）を与える仕事ですので、他人事と考えてはいけません。 

被ばくは損傷が目に見えません。また、障害が発生しても、それは数年から数十年後

なのもあり、その原因が被ばくによるものかは証明できません。皆さまは「被ばくした

としても、発がんの可能性はものすごく少ないです」と患者様に説明していると思いま

すが、「確率がある限り、必ず誰かに障害が発生する」ことも確かです。確定的影響はそ

の閾値以下では障害は発生しませんが、確率的影響は「必ず発生する」ことは周知の事

実です。業務上、ちょっとしたミスで設定値を 2 倍、3 倍、時には 10 倍、20 倍にして

しまうことも簡単に起こり得ます。ミスでなくとも普段から「低被ばく検査への取り組

み」を行っていないなら、その施設では必要のない、目に見えない被害が発生している

ことになります。そのために診断参考レベル（DRL）が制定されましたが、これが全て

の施設に浸潤しているとは思えません。こういった考えを世間に広めるには職能団体で

ある放射線技師会が中心にならないといけないと思います。せめて、1 施設に 1 人以上

の会員がいなければいけないと思いますが、現実では会員のいない施設は多数存在しま

す。 

被ばくによる最低限の障害や被害は依頼医の責任だとしても、それ以上の被害は我々

の責任になると私は思っています。日本中の診療放射線技師がそのような考えで日常業

務に臨むよう願います。 編集委員長 中島 智也 

 

 

2月以降の京放技活動 

 
 

 
 

2月以降の京都府以外での近隣講習会 

 

 

 

 

 

会 員 異 動 
【新卒入会】3 名 

寺崎 圭（テラザキ ケイ）京都大学医学部附属病院（東 4） 他 2名 

 

 3月 25日(日) 学遊会（バーベキュー） 城陽市友愛の丘 

 4月 28・29日 業務拡大に伴う統一講習会 京都医療センター 

 5月 6日(日) 第 570回研修会、第 71回通常総会 場所未定 

 2月 11日(日) 平成 29年度近畿地域診療放射線技師会学術大会 

   神戸大学医学部附属病院 

 2月 17・18日 業務拡大に伴う統一講習会 和歌山県紀南病院 

 編集後記 

編集：(公社)京都府放射線技師会編集委員会 印刷：(有)修美社 

株式会社 島津製作所 075 - 811 - 9111 


