
 

【過去のイベント（平成 ３０ 年度）】 （多くのご参加、誠にありがとうございました。） 

災害義援金のお礼とご報告 

公益社団法人 京都府放射線技師会 

会長 河本 勲則 

このたびの大阪府北部地震、西日本集中豪雨、台風 21号による被害および、北海道胆振

東部地震の犠牲となられた方々にお悔やみを 申し上げるとともに、被害にあわれたすべて

の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

詳細は、このリンクよりご確認くださいませ。皆様からのご協力、誠にありがとうございまし

た。災害に遭われた会員の方は、会費免除の規定もございますので、このリンクにてご確認

し、手続きを行って下さい。 

「京都府放射線技師会 第 575 回 研修会」のご案内 

開催日：２０１９年 5 月 １１日（土）１４：００～１５：３０ 

                  １３：３０～（受付） 

場 所：㈱エーザイ京都支店 京都コミュニケーションオフィス 

    〒604-8153 京都市中京区烏丸通り四条上ル笋町 689-1  

                      京都御幸ビル 8F 

会 費：会員無料、非会員 500円 

内 容：詳 細 

14:00～14:45 

・「 ESUR ガイドライン Ver.10 の改定ポイントについて」  

   エーザイ株式会社 植田 裕二 

14:45～15:30  

・「 シーメンス MR 最新情報」 

   シーメンスヘルスケア株式会社 DI 事業本部 MR 事業部 境 龍二 

「京都府放射線技師会 第７２回 通常総会」のご案内 

開催日：２０１９年 5 月 １１日（土） １５：３０～ 

場 所：㈱エーザイ京都支店 京都コミュニケーションオフィス 

    〒604-8153 京都市中京区烏丸通り四条上ル笋町 689-1  

                      京都御幸ビル 8F 

詳 細：ご 案 内 

※ 総会出欠はがきは、5 月 １０ 日（金）までに事務所必着のこと 

 

http://www.jart.jp/news/ib0rgt0000004ona.html
http://www.jart.jp/process/description/exemption.html


「第８回 学遊会」のご案内   ポスター 

 日 時：平成 31 年 3月 23日（土）１５：００ 現地集合 

    ＊宿泊される方で送迎を希望される方は、 

      京阪宇治駅もしくは JR宇治駅までお越しください。 

 場 所：アクトパル宇治 アクセス 

 参加費：一般会員 5000円（宿泊有）、一般会員 3000円（宿泊無） 

     今年度新入会会員 2000円（宿泊有無にかかわらず） 

     会員家族 3000円（高校生以上 宿泊有） 

     会員家族 1000円（小、中学生 宿泊有） 

     その他はお問合せ下さい 

 詳 細：ご案内 

  ※HPからの申込みは、こちらからお願いします。 

 平成 30 年度 近畿地域診療放射線技師会学術大会のお知らせ 

 開催日：平成３１年２月１７日（日）９：３０～ 

 場 所：大阪市立大学医学部学舎４階 大講義室他 

 詳 細：ご案内（演題募集、プログラム等） 

         ポスター 

  ＊関西!Collection!!（略してカン★コレ）のご案内 

  ＊府民公開講座 「大切な人の『想い』とともに…」 

                 清水健基金 代表 清水 健氏 

京都府放射線技師会新春の集い開催のお知らせ  

  開催日：平成 31 年 2 月 3 日（日） 1８時 ０0 分 ～ 

  場 所： 京都ホテルオークラ  アクセス 

  会 費：正会員・賛助会員 7000円 

      今年度新入会会員 4000円 

 申込締切：平成 31年 1月 21日（月） 

  ※ 参加には事前登録が必要です。 

  京放技事務所へ電話、FAX または E-mailにて申し込みください。 

  

 

 

府民公開講座（学術大会）のご案内        ポスター 

  開催日：平成 31 年 2 月 3 日（日） 
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     13時 30 分 ～（ 13 時 00 分 〜 受付開始） 

  場 所： 京都ホテルオークラ 翠雲 アクセス 

  テーマ：元気に楽しく生きよう~健康寿命を伸ばすために~ 

 プログラム（一部抜粋） 

  13：00～ 受付開始 

  13：30～13：35 開会の辞及び会長挨拶  

【府民公開講座】  

  13：40～14：45 

講演Ⅰ：「メタボとそのこわい合併症の効果的な予防法  

      ～健康長寿を目指して～ 」  

     国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター 

       内分泌代謝高血圧研究部長   浅原 哲子 先生  

  14：55～16:00  

講演Ⅱ：「ロコモティブシンドロームと骨粗しょう症」  

     関西医科大学附属病院 整形外科 准教授 串田 剛俊 先生  

  16：10～17：30  一般演題 

  詳 細：詳細 

「業務拡大に伴う統一講習会開催」（京都府）のご案内 

 開催日：平成３１年１月１３・１４日（日・祝月） 

 場 所：京都第二赤十字病院 地図 

 詳 細：プログラム  

【新ロゴマーク決定】 多数のご応募ありがとうございました  

 創立 70周年 記念事業 

 「公益社団法人 京都府放射線技師会ロゴマーク」決定！！ 

京都府の地形に“KYOTO”をクロスして入れることにより X 線の“X”に見立てた放射線技師

会ならではの作品になっており、他府県の技師会と比較しても唯一無二のものであり、趣旨で

あった技師会のイメージをわかりやすく表したものであることから公益社団法人京都府放射

線技師会のロゴマークとして決定いたしました。 

     作成者：久保田 裕一さん（関西医科大学附属病院） 

      ※ 創立７０周年記念式典にて表彰式も行いました。  
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 第６５回近畿地域診療放射線技師野球大会のご案内 

 開催日：平成３０年１０月１４日（日） ９：１５～ 

 場 所：浜甲子園運動公園 アクセス  

 詳 細：ご案内 

公益社団法人京都府放射線技師会  

  創立７０周年記念式典・祝賀会のご案内 

 開催日：平成３０年１０月２７日（土） １４：００～ 

 場 所：京都ブライトンホテル（地下１階 麗華の間） アクセス  

 詳 細：ご案内  ポスター 

創立 70周年 記念事業 

 「公益社団法人 京都府放射線技師会ロゴマーク」募集！！ 

 応募期間：平成 30年 3月 1日～平成 30年 8月 31 日 

 募集要項：詳細 

 応募用紙：詳細 

 第５７３回 研修会 (両丹地区夏季研修会）のお知らせ 

 開催日：平成３０年９月１日（土）～２日（日） １３：３０～ 

 場 所：京都府立中丹勤労者福祉会館 アクセス  

 会 費：無料（技師会会員） １０００円（非会員） 

 詳 細：ご案内 

 線量計校正とサーベイメータ取り扱い研修会のお知らせ 

 開催日：平成３０年９月２日（日） １３：００～１７：５０ 

 場 所：京都医療科学大学 １号館２階講義室及び実験室 アクセス  

 詳 細：ご案内 
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「フレッシャーズセミナー」のご案内 

 開催日：平成３０年７月１日（日）１４：００～１８：００ 

 場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス  

 会 費：無料 

 詳 細：プログラム等   

「第５７１回 京都府放射線技師会研修会」のご案内 

 開催日：平成３０年７月１日（日）１６：００～１８：００（１５：３０受付） 

 場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス  

 参加費：会員 無料  

 非会員 500 円（但し当日開催予定のフレッシュ診療放射線技師の集い参加者は無料）  

 内 容：「今までのやり方では、人が動かない！ ついつい働きたくなる新しいコミュニケーション」 

 日本セラピスト財団 ﾗｲﾌｺｰﾁ,日本看護師ｺｰﾁﾝｸﾞ協会講師,関西ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ認定上級心理臨床カウンセラー  

                           轟 由子 先生 

 詳 細：プログラム  

 「京都府放射線技師会 平成３０年度 全地区委員会」のご案内 

 開催日：平成３０年７月１日（日）１４：１５～（１３：４５受付） 

 場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス  

 対象者：常設委員会 委員及び各地区委員会 委員の皆様  

 「フレッシュ診療放射線技師の集い」のご案内 

 開催日：平成３０年７月１日（日）１８：３０～ 

 場 所：ホテルセントノーム京都 アクセス  

 会 費：一般会員 ６０００円 

   ※６月１０日までに地区理事もしくは事務所に返信をお願いします。  

「第５３回 京都病院学会」のご案内 

 開催日：平成３０年６月１０日（日）９：００～１７：００  

 場 所 ： 池坊短期大学（京都市下京区四条室町鶏鉾町）  

     ※交通アクセスはこちら  

 参加費：演者・京都府病院協会および京都私立病院協会の会員施設に  

     勤務する医療従事者は無料  

     一般参加者・学生 ：1,000 円／人  

 詳 細 ： プログラム等  
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日本診療放射線技師会 基礎技術講習会「一般撮影」のご案内 

 開催日：平成３０年６月２４日（日） ９：００～１８：００ 

 場 所：京都府立医科大学 看護宿舎１階大講義室 アクセス  

 詳 細：ご案内 

京都府放射線技師会「第 570回 研修会」のご案内 

 開催日：平成３０年５月６日（日）１４：００～１５：３０  

 場 所：京都テルサ アクセス  

 詳 細：ご案内 

 京都府放射線技師会「第 7１回 通常総会」のご案内 

 開催日：平成３０年５月６日（日） １５：３０～ 

 場 所：京都テルサ アクセス  

 詳 細：ご案内 

  ※ 出欠ハガキは、5月 2日（水）までに事務所必着でお願いします。 

         ※ 総会資料閲覧  

「業務拡大に伴う統一講習会開催」（京都府）のご案内 

開催日：平成３０年４月２８・２９日（土・日） 

 場 所：ＮＨＯ京都医療センター 新中央診療棟 多目的ホール 地図 

 詳 細：プログラム 
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