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巻頭言

公益社団法人奈良県放射線技師会　会長　水野　吉将

「業務拡大に伴う統一講習会」が平成27年12月から開始され、約270名の会員（県内会員の61％）

　いよいよ「平成」という一つの時代が終わろうとしています。そして、診療放射線技師法の中身

も大きく変わろうとしています。それは業務拡大に伴う技師法改正等です。すでに奈良県において

が受講修了をされています。この講習会は2019年度で地方開催が終了されます。

奈良県では7月14日（日）15日（祝日）と11月30日（土）12月1日（日）の2回開催を決定していま

す。近畿圏においては、兵庫県４回、大阪府と京都府3回、滋賀県と和歌山県とで2回開催されま

す。講習会未受講者は2019年度内に必ず受講してください。これから先に法改正に伴う講習会が

課せられることが続くと予想されます。自分たちの職業の安定、地位向上、社会的知名度のアッ

プ等のためにご理解・ご協力をお願いいたします。

　そこで、再度「業務拡大に伴う統一講習会」を受講しなければならない意義を下記に示します。

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律の整備に関する法律案」（医療

・介護制度改正の一括法案）（平成26年6月18日に成立、6月25日に公布）が成されました。

この一括法案の中には、診療放射線技師法の業務範囲および業務の実施体制の見直しがあります。

今回の診療放射線技師法の改正には，診療放射線技師が実施する検査に伴う3つの項目、①CT、MRI

検査時の造影剤の血管内投与、投与後の抜針及び止血行為。②下部消化管検査時などの肛門からの

カテーテル挿入などについて。③画像誘導放射線治療（IGRT）時の肛門へのカテーテル挿入及び空

気の吸引。が検査関連行為診療の補助として業務範囲に追加されました。また診療放射線技師が、

病院又は診療所以外の場所において、健康診断として胸部エックス線撮影のみを行う場合に限り、

医師又は歯科医師の立会いを求めないことや、核医学診断装置についてはこれまで法的に診療放射

線技師の業務として明確になっていなかったが、技師法第24条第2項の業務等に追加されました。

さらに、厚労省で「診療放射線技師学校養成所カリキュラム等改善検討会」の審議が行われて、画

像診断学（仮）の追加、参加型の臨床実習の追加により、現行の95単位から102単位へ移行する予

会員の皆様にはこのことについて、ご理解とご協力をお願いいたします。

組む必要があると考えます。

定です。今後予想されることとして、この講習会の受講修了者から法改正に伴う統一講習会へと

ステップアップしていくことになりそうです。卒後2、3年の会員様も、2020年からは技師養成教育

にこれらすべてを履修された学生が卒業してきます。2019年度中に「業務拡大に伴う統一講習会」

を受講して、免許の更新に備えてください。

　最後に、今回いろいろと述べましたが、このことは診療放射線技師の未来のために前向きに取り
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会　告

議事

1.報告事項

2018年度事業報告について（報告事項）

2018年度決算報告について（承認事項）

2.議　　案

　第1号議案　2018年度事業報告、収支決算報告、監査報告

　第2号議案　2019年度事業計画（案）、収支予算（案）

　第3号議案　その他

　

※　駐車場が狭いため、公共の交通機関でお越しください。

日時：2019年5月25日（土）午後2時00分より

会　告

新日本物産株式会社

　取締役　人材教育コンサルタント

芥川　典子

2019年2月26日
公益社団法人奈良県放射線技師会

会長　水野　吉将

場所：奈良県社会福祉総合センター　5階大会議室

　　　　　近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅下車東へ徒歩1分

　　　　　橿原市大久保町320番地の11　☎ 0744-29-0111

特別講演会　15：30～16：30

『即、実践できる伝わる方法』

公益社団法人奈良県放射線技師会

第6回（通期第66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6回（通期第66回）通常総会を下記の通り開催致します。

記
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委員会 イベント名 14名
日時 平成31年1月20日 10：00～16：00 ３名
場所

委員会 イベント名 52名
日時 平成31年1月27日 17：30～19：30
場所

コメント：

委員会 イベント名 40名
日時 平成31年1月27日 13：30～16:40 0名/68名
場所

コメント

委員会 イベント名 25名
日時 平成31年2月8日 19：00～21:00 1名
場所

表記テーマ（MRIセーフティチェック　問診票編）

イベント開催報告

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会
学術 県民公開講座 会　員（無料）

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

福利厚生

プログラム・内容：　囲碁大会（10:00～16:00）

近畿地域診療放射線技師会囲碁大会　第３０回記念大会 会員(会費)

報告者 奥田孝直
元会員

かんぽの宿　奈良 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

コメント：

プログラム・内容 ：　新年会（17：30より2時間）

プログラム・内容：肺炎の診断と予防　～健康なくらしのために～

報告者 北村未央
奈良県橿原文化会館　小ホール

会員(会費)

報告者 奥田孝直
非会員　・　一般市民

活魚料理花惣八木店 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

福利厚生 新年情報交換会

非会員　（無料）・一般市民
ポスター・チラシ・写真等掲載欄

多くの方に興味をもって聴いていただけた。歯科衛生士
からの 講演では、”奈良あいうえお体操”を参加者ととも
に会場一体と なって行った。今回は、パンフレットの他、
マスクや口腔ケア用品 を配布した。また、県民のみなさ
まへのDMの送付先を整理する ことも併せて考慮した。　
展示パネルの一新し、健康増進およびが ん検診受診率
向上の一助となるよう、有意義な情報提供ができた。

　　　　　　　　　　　講師：高井病院　診療放射線技師　　西久保直嗣 先生 

14：30～15：00　　講演2　【歯科衛生士の立場から】 

　　　　　　　　　　　「　お口のケアで、誤嚥性肺炎を予防しましょう　」 

13：55～14：00　　開会のご挨拶　　　　　　会長　　水野吉将 

14：00～14：30　　講演1　【診療放射線技師の立場から】 

　　　　　　　　　　　「　肺の病気を診つける検査法って？　」

　　　　　　　　　　　「　あれも肺炎、これも肺炎。　」 

　　　　　　　　　　　講師：天理よろづ相談所病院　放射線部診断部門部長　　野間惠之 先生 

16：20～16：40　　質問コーナー

16：40　　　　　 　　閉会 

　　　　　　　　　　　講師：奈良県歯科衛生士会　副会長　　米田衣代 先生 

15：15～16：15　　講演3　特別講演　【医師の立場から】 

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 東地区懇話会 会　員（無料）

報告者 髙谷道和
非会員　（無料）

済生会中和病院　放射線治療棟2階研修室 ポスター・チラシ・写真等掲載欄
プログラム・内容:：
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

にて東地区懇話会を開催した。参加者は26名であった。

講演後のディスカッションでは、各施設間でのMRI問診票

の内容及び運用、問題点等議論することができた。今後

運用の参考にしていただきたいと考える。

において各施設にて検討をおこなっていただき、MRI検査

コメント：

平成最後の近畿地域診療放射線技師会囲碁大会、第30回記念大会を

奈良県開催で行いました。

記念大会に相応しく、歴戦の元会員様にもご参加頂くことができ、盛会と

なりました。

県民公開講座後の新年情報交換会を開催いたしました。

正会員・賛助会員様をあわせ52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。
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　囲碁大会に深く関わってみて、今後とも、こういった集まりがいつまでも続けば良いと改めて思

いました。今回の奈良県選手皆様の試合結果は、団体戦１勝３敗の４位でした。また個人成績では３

勝１敗の前田要先生が敢闘賞を得られました。

　最後になりましたが、今回ご参加いただきました選手の皆様、応援にお越し頂いた理事の皆様、

運営にご協力をいただき誠にありがとうございました。

打てればそれでいい。」と、緊張を解いていただくとともに、囲碁大会に集まる選手の皆様が、本

当に囲碁を愛好しておられることを何度も話していただきました。

　上野山監事のお言葉の通り、実際の試合で囲碁を打っておられる皆様のいきいきとした表情や、

好敵手との楽しい会話のやり取りなどを拝見いたしますと、本当に選手の皆様は囲碁が大好きで、

とても若々しく楽しんで居られると感じました。

　第30回の記念企画として、囲碁大会で活躍されたOBの先生方にもご参加をお願いしました。

奈良県選手では、現在長崎県にお住いの前田要先生、山口県にお住いの森直司先生、そして越

智保先生がご参加くださり、選手の皆様との旧交を深めていただく事が出来ました。

　今回、会場予約、会の準備から詳細な進行まで、上野山監事に大変お世話になりました。

主催での不安点などをご相談しますと、「我々選手は石と盤さえ揃ってたら全く文句は言わない。

　近畿地域各府県の持ち回りにより、これまで平成元年から30回、一度も欠かさず囲碁大会が開

催されましたが、平成6年度、第6回大会（平成7年2月12日・奈良県開催）では、開催直近の1月17日、

阪神大震災が起こりました。交通機関がダメージを受ける中、囲碁大会の開催中止案も出ました。

　その様な中でも被害が甚大であった兵庫県をはじめ、全ての府県の先生方が奈良までお越し

下さったため、無事に開催出来たとお聞きしました。

福利厚生事業参加記

近畿地域診療放射線技師会囲碁大会　第30回記念大会を開催しました

福利厚生理事　奥田孝直　

　去る1月20日、近畿地域診療放射線技師会囲碁大会 第30回記念大会をかんぽの宿 奈良で行

いました。
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　今回はスタッフとして参加させて頂きましたが私自身も楽しく学ばせて頂き、講師の先生や技師

会関係者の皆様には大変感謝しております。

参加記

県民公開講座に参加して

天理よろづ相談所病院　上田幸弘　

　平成31年1月27日、橿原文化会館で開催された県民公開講座にスタッフとして参加させて頂き

ました。

　今回のテーマは「肺炎の診断と予防　～健康なくらしのために～」ですが、肺炎は日本人の死

因第3位であり、もはや国民病ともいえる非常に関心の高い病気の一つです。この肺炎の診断・予

防について3名の先生からご講演頂きました。

　まずは診療放射線技師の西久保先生から肺の病気をみつける検査法についてご講演頂きまし

た。私たち放射線技師にとっては当たり前となっている撮影業務ですが、患者様からみればレント

ゲンとCTの違いは？なぜ息止めが必要なの？等々様々な疑問があると思われます。この素朴な

疑問について一つ一つ分かりやすく解説して頂きました。患者様に検査法についてご理解頂くこ

とで、我々放射線技師と患者様が協力してより良い画像を生み出す事が出来ると考えさせられま

した。

した。肺炎と口腔ケアがどう関係するのだろう？と最初は思っておりましたが、特に免疫力が衰え

　次に歯科衛生士の米田先生から誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケアについてご講演頂きま

ているご高齢の方にとっては嚥下機能の低下による誤嚥から口腔内の菌が肺に入り、そして肺炎

を引き起こすというメカニズムである事を知り、口腔内の菌を減らすのが誤嚥性肺炎を予防する

のに非常に重要であることを学ぶことが出来ました。口腔ケアにより自分の歯を一本でも多く残

す事は食生活を楽しむ等の生活の質を向上させるだけではなく体全体の病気も予防するメリット

がある事を知り、口腔ケアに対し益々意欲が高くなりました。

　講演後に行われた質疑応答でも、県民の皆様から沢山の質問や意見を頂き、肺炎に対する関心

の高さを改めて実感させられました。これから人生100年時代を迎えていきますが、この県民公開

講座が奈良県民の健康維持の道標としてなくてはならない存在であると僭越ながら確信させられ

た次第です。

　最後は、放射線科医の野間先生から肺炎の診断についてご講演頂きました。野間先生は当院放

射線科の部長であり、特に呼吸器系診断においてご高名な先生です。内容は肺炎の診断や予防

法についてですが、様々な肺炎の画像を見せて頂き、我々放射線技師にとって大変勉強になりま

した。少し専門的かな？と思いきや、途中で絵画を使ったユーモアな表現も取り入れられ最後まで

楽しく聴講させて頂きました。
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す。また、このような場を与えてくださいました奈良県放射線技師会関係者の皆様に厚く御礼申

し上げます。

参加記

平成30年度近畿地域診療放射線技師会学術大会に参加して

大和高田市立病院　土井　康平

　平成31年2月17日(日) 開催地は大阪で平成30年度近畿地域放射線技師会学術大会に参加し

ました。

　今回、私は奈良県の学術大会で発表させて頂きました内容を近畿の学術大会で発表させて頂

きました。自分で実験をし、データ処理を行い、スライドを作り発表することは私自身初めてで、そ

の大変さを痛感しました。当日は内容が一部飛び、頭が真っ白になる場面もあり、人前で発表する

ことの緊張感と自分の伝えたいことを伝える難しさを実感しました。私が発表させて頂いた内容

は「一般撮影においてのCuフィルタの運用」についてでした。ほとんど技師が関わる一般撮影の

フィルタですが、私自身根拠を持って、0.1～0.3mmまでありますが、何mm厚が最適なのか考えず

に使用していました。実験を行い、Cuフィルタは被ばく低減に繋がりメリットとなりますが、タイマ

ーが伸びるなどのデメリットを知り、やみくもにフィルタを入れるのではなく、適正な厚みのフィ

ルタを使用しなければならないと学びました。今後、さらにCu厚の特性について検討し、伝えて

いきたいと思います。

　学術大会のシンポジウムでは「災害時の対応」「読影の補助はどうなる」についての話がありま

起きた際に「想定外」を少しでも無くし、たくさんのことを想定し、「想定内」にしていく準備が必要

だと感じました。読影の補助については、現在行っている業務を創意工夫し、診療放射線技師が読

影に介入していくシステムを作っていくことが、必要であると学びました。今後、私たちは患者さん

のため、読影に介入していくことが使命だと感じましたので、画像を読む力をさらに勉強していき

たいと思いました。

　今回、初めての発表ということで、共同研究者の先輩方に1から教えて頂き、やり遂げることが

出来ました。本当に感謝しております。この経験を日々の業務を活かし、自己研鑽に努めていきま

した。いつ起きるかわからない災害時対応は、明日にでも準備を始めなければなりません。災害が
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　定数確認（第30条）

出席理事15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

議長（第31条）：水野吉将会長　　　　

議事録作成人　：小林勝宏常務理事

議事録署名人（第32条）：髙嶋敏光監事、上野山文男監事

理事会議事録
（公社）奈良県放射線技師会   認を得て県に提出したい。県への提出を円滑に行うため   

平成30年度第5回定例理事会議事録   微細な変更がある場合は会長・財務理事一任で変更する

  ことに対して、ご承諾をお願いしたい。 

　　　　　髙谷道和、奥田孝直、北村未央、小西隆雄、

　　　　　菊谷勇仁、池口俊孝、竹中智士、野儀明宏、 2. 奈良県放射線技師会関係

　　　　　日浦之和、秋山敬純    担当理事から報告。

日　　時：平成31年1月15日（火）19時00分～21時00分 ・1月31日（木）、橿原市役所分庁舎　ミグランスにおいて

場　　所：奈良県立医科大学　厳橿会館　特別会議室   「平成30年度公益法人研修会」が開催され、水野・山田

出席理事：水野吉将、髙谷英明、松岡孝明、小林勝宏、   理事が参加する。

　新年おめでとうございます。昨年同様、本年も当会理事   内容については、教育関連事項で詳細な報告。

として業務遂行に関してご協力お願いいたします。「業務

拡大に伴う統一講習会」の取得に関して、昨年同様に2回 【他府県からの発刊物】

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

3. 日本診療放射線技師会関係

・会長挨拶 ・2019年度の画像等手術支援分科会の講習会開催について

ただくよう努めていきたいと思います。各理事にはその点         「KART」Vol.71 No.4 Nov.2018 277                   

を念頭におき、引き続きよろしくおねがい致します。今年 （公社）静岡県放射線技師会　

度の予定としては、「県民公開講座」「新年情報交換会」         会誌「しずおかジャーナル」

開催予定です。本年度にて終了することになっています。 （一社）山形県診療放射線技師会　 

その後の対応については現時点において未定です。         山放技ニュース　2018.11                 

従って、未受講者に対しての本講習の重要性を理解してい （公社）神奈川県放射線技師会

る研修会」「東地区懇話会」「整形領域勉強会」がありま                     2019年 1月号 Vol.66 No.768

す。これらに関してはこのあと担当理事より報告していた （公社）福島県診療放射線技師会 

だきます。それでは、円滑な議事進行にご協力おねがい致         福島放技ニュース 2018 Vol.167

「近畿地域診療放射線技師会囲碁大会」「近畿地域診療放         Vol.128 NO.2 2018(通巻203号)

射線技師会学術大会」「日本医療マネジメント学会奈良支 （公社）東京都診療放射線技師会

部学術集会」「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関す         東京放射線　2018年12月号 Vol.65 No.767

        会報　第89号 2019年1月

（公社）富山県診療放射線技師会

        会報　Vol.89  2019

（公社）福岡県診療放射線技師会　

        会誌　第339号 2018.12.25

します。 （一社）新潟県診療放射線技師会

        会報　第89号 2018.12.10

（一社）北海道放射線技師会

4. 近畿地域診療放射線技師会関係

・平成30年度近畿地域放射線技師会学術大会（大阪府）に

  （公社）日本放射線技術学会第62回近畿支部学術大会が   ついて、大阪府、田中会長から協力依頼がきている。

  奈良春日野国際フォーラムで開催され、学術大会参加お　　　　  とくに、海外（韓国）からの交流に関して各府県に協力

        会員情報誌「FART NEWS」N0.28

（公社）愛知県診療放射線技師会

        会誌　Vol.30　No.2（通巻162号） 

Ⅰ. 議案（報告事項）　

 1. 会長報告

・平成30年11月24日（土）

  にて受講者数24名で開催された。12月9日現在、280名受 記

  講修了（64％）。 （但し、奈良県会員以外含む） ソウル放射線士会より近畿地域診療放射線技師会との協定

・定款第33条に基づく平成31年度事業計画、収支予算書並 書締結について

  よび情報交換会に当会を代表して参加。   依頼。また、その場において「地区役員功労表彰」を奈 　 

・平成30年12月8日（土）9日（日）   良県会員へ授与されることが決定

  業務拡大に伴う統一講習会を奈良県立医科大学厳橿会館 ・滋賀県、古山会長から下記の通り提案があった。

  びに資金調達及び設備投資の見込みについて、皆様の承 その内容は、「ソウル放射線士会として、公的に国際交流
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11月10日　69204　矢羽田　耕樹　連絡先（勤務先→自宅）

11月14日　60816　上村　香穂里　名前（安藤→上村）、

                               自宅住所

11月21日　66171　植田　和宏　  自宅住所、

                               連絡先（勤務先→自宅）

11月27日　47049　岩間　一城　  自宅住所

11月28日　59392　阪本　由夏　  名前（丸山→阪本）

12月 7日　55443　吉澤　将志　  自宅住所

12月14日　32799　中盛　久満　  会誌等送付先　

                               メールアドレス

12月19日　14913　宇都　文昭　  自宅住所

12月19日　63672　磯村　忠範　  勤務先（役職名）

12月23日　59136　清水　徳人　  自宅住所、会誌等送付先

12月25日　10964　濵田　洋敏　  名前（浜田→濵田）

  したものを添付させていただきます。６府県全てが難し

  いようでしたら、とりあえず可能な府県のみでもとのこ Ⅱ. 副会長の活動報告

  とです。協定書の内容も含め、ご検討の程よろしくお願 (髙谷副会長)

理事会議事録
（公社）日本歯科技工士会　　　 

  定書案が添付されてきましたので、日本語版を少し修正

  事業を行うために協定書がある方がいいとのことです。

  2月の大阪での近畿地域診療放射線技師会学術大会での

  調印式を希望されています。ソウル放射線士会から、協

（株）千代田テクノル    FB　News　No.505

January  2019  1

日本歯技 November 2018 12

水野会長　：近畿地域診療放射線技師会学術大会で海外交 ・平成30年12月5日（水）第5回学術委員会、

            流という事で発表などして頂いているが、ソ   奈良県立医科大学附属病院　病院経営対策室にて開催

            ウル放射線士会としては、協定書という形が   され、参加。

  いします。 ・平成30年12月9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にて開催、講師として参加。

日浦理事　：協定を結ぶと何が具体的に行われるのか。 (松岡副会長) 

髙嶋監事　：現在ソウルと滋賀県は正式に協定を結んでい   奈良県立医科大学厳橿会館にて開催、講師として参加。

            て、学術交流があり、互いに学術発表などを

            線技師会）とは協定がないため協定を結んで 11月18日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

            線技師会でも行って頂けないでしょうかとい 1. 総務関連事項（小林勝宏常務理事）

            ある方が学術大会などに参加しやすい。 ・平成30年12月9日（日）業務拡大に伴う統一講習会

            している。それを発展的に近畿地域診療放射 Ⅲ. 常設委員会

            う提案があり、今年から行うことになったが、 11月11日から1月10日まで

            近畿地域診療放射線技師会（各府県診療放射 新入会員【承認事項】

            事会で検討してはどうか。 退会

 1月 4日　24247　中西　士郎

【発刊物】  1月 8日　63887　辻　博之

            うので、具体的な話が出てから、もう一度理

            頂きたいという事です。 69204　矢羽田　耕樹

水野会長　：急な話でもあり、とりあえず可能な府県のみ 地方独立行政法人奈良県立病院機構　

            でという事なので、今回皆さんの承認が得ら                       奈良県総合医療センター

12月 8日・・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認

            中という事で返答します。 69256　湯之上　努

松岡副会長：今度の会長副会長会議でこの議題が出ると思 市立奈良病院

            れないのであれば、奈良県としては現在検討

              滋放技ニュース　第345号、第346号 なし

（公社）京都府放射線技師会　　　　 異動

              京放技ニュース　通算703号、通算704号

（公社）大阪府診療放射線技師会　　 転入

              大放技会報　No.323 なし

（公社）滋賀県放射線技師会　　　　 転出

  記念式典並びに医学会総会（奈良県医師会館）が開催。

  当会を代表して水野が参加した。

5. 医療関連団体関係 

・平成30年11月29日（木）平成30年度奈良県医師会創立

 「奈臨技ニュース」  No.297

12 vol.803 2018

 1 vol.804 2019

（一社）奈良県臨床検査技師会

【他団体からの発刊物】　

（一社）奈良県医師会 

11 vol.802 2018「奈良県医師新報」
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　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

理事会議事録
12月26日　62552　藪　仁美　　メールアドレス 髙嶋監事　：退会については当該年度までの会費の納入が

 1月 5日  59392　阪本　由夏　勤務先、             条件となっているので、退会申請の時期に係

                             近畿大学医学部奈良病院 →              わらず退会は年度末という形で進めてはどう

施設情報変更             とめた形でもう少し検討して頂きたい。

なし

賛助会員 2. 財務関連事項（山田卓実財務担当理事）

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             か。

新規施設登録 水野会長　：本会所定の退会届にて運用していくことには

なし             賛成だが、退会届に関しては今回の意見をま

11月22日　61053　上村　健太、60816　安藤　香穂里　 【質疑】

                 ご結婚のため祝電 (12/9) 小西理事　：会費2年未納の方の除籍手続きについて、今

弔事             年度も該当者が数名おられると思いますが、

なし ・中間報告（別表1参照）

慶事・弔事 ・定款第33条に基づく2019年度収支予算書（案）に関して

慶事

会員数             除籍となる。

（公社）奈良県放射線技師会正会員　440名

（11月20日　第4回定例理事会時440名） 3. 学術関連事項（北村未央学術委員長）

なし             勧告など対応はどうするのか。

療養 水野会長　：毎年、会長から1度連絡はしていますが、

なし             それでも支払いがない場合は残念ながら

イベント・カウント申請、完了   テ ー マ：『肺炎の診断と予防　

申請                         ～健康なくらしのために～』

12月13日　第48回奈良CR勉強会（12/12）

備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連 （1）県民公開講座について

      奈良県会員　439名　仮会員0名 (1月10日現在） 　開催日時：平成2019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

                第316回定例会(2/22)　

完了

11月22日　大和なでしこ平成30年11月定例会(11/10)

12月25日　第76回奈良県超音波画像勉強会定例会（1/24）

 1月 4日　平成30年度組織事業　東地区懇話会(2/8)

 1月 4日　奈良県消化管撮影技術研究会　

12月28日　平成30年度奈良県MR Conference             会場費支払い済み

                     第24回特別講演会(12/15) ・ 1月14日　抄録入稿

正会員 45名　非会員 26名　他 10名 ▶プログラム（前回提示済み）変更なし

正会員 37名　非会員  9名　他  2名 ▶進捗状況

12月21日　第48回奈良CR勉強会(12/12) ・12月～　  広報開始

正会員 17名　非会員  2名　他  0名 ・12月14日　会場打ち合わせ、次年度会場おさえ、

その他

退会届について

 1月 4日　奈良県消化管撮影技術研究会　 ▶予算案    （前回提示済み）変更なし

                     第315回定例会(12/28) ▶連絡事項　　

正会員 10名　非会員  0名　他  1名   ・当日準備　別添：県民公開講座　

                    当日スタッフ資料（別配信）

  ・次年度県民公開講座：2019年12月15日（日）

小林理事　：定款第9条に基づく退会届を作成し、今後

            運用していこうと思う。それにともない退

【質疑】

   ※2020年1～3月小ホール改修工事のため使用不可

(2) 近畿地域診療放射線技師会学術大会in大阪について

    開催日時:2019年2月17日（日）　

            会届（案）を作成したので、ご覧いただき

            ご意見をお願いしたい。

               10:00～17:30（受付9:30～）

    場　　所：大阪市立大学医学部学舎4階
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  1）学術研究助成金の給付について

     大道悠生氏（奈良医大）に助成金2万円給付済み

    ○審議事項　・書面一式の管理

  2）学術委員会から定款改正委員会へ改訂願いについて

     学術研究助成制度の件

    ○審議事項　・規程・細則改正内容→

                        定款改正委員会より

  3）2020年度近畿地域診療放射線技師会学術大会

                               in奈良について

     開催日時：2021年2月14日（日）

     会　　場：未定　　

収入      2019年4月頃キックオフ予定　→進捗なし

    ○審議事項　・年度交代（案）

支出 【質疑】

4. 教育関連事項（池口俊孝教育委員長）

 教育委員関連

(1)  日本診療放射線技師会関連

  1) 平成30年度 第２回 業務拡大に伴う統一講習会

       開催日時  ：平成30年12月8日（土）9:00～18:20

                   平成30年12月9日（日）9:00～18:00

       場　　所  ：奈良県立医科大学　厳橿会館

       参 加 者  ：会員　24名（JART）　

       開催報告書：別添　教育1

― 5,000

計 15,000 15,000 70,000

0 0 0

講師謝金（交通費込み） 15,000 15,000 15,000

交通費  （学術委員12） 0 0 10,000

　　　　　　で準備するため、印刷費や案内の郵送などの

　　　　　　通信費、雑費なども計上させて頂いている。

66名

13名 79名

科  目 前回予算 前回決算 今回予算

70,000

会場費　会場使用料 0 0 0

21,500

理事会議事録
コンセプト：技師力向上・職能意識向上を目的とし、勉強

            会や学会で取得することが難しい情報や技能

テ ー マ：『Next Stage of Radiological examination　

 ～診療放射線技師の新たな使命～』

            を幅広く学ぶ機会とする。  

▶推薦・登録完了

 一般演題：岡本健太郎（天理よろづ相談所病院）

構      想：統一講習会技能維持、BLS、診療報酬、

            地域医療構想、災害、RtARS　

           土井康平  （大和高田市立病院）

 一般演題（CT）座長：西久保直嗣（高井病院）

参加対象  ：診療放射線技師

            （会員/非会員、県内/外　問わず）

 カンコレ：待鳥尚子会員

 ランチョンセミナー座長：未定　　※テーマ連絡未 参 加 費  ：会員/非会員の差を設ける

必要経費  ：会場費、講師料、交通費、印刷費

(3) 生涯教育セミナーについて（奈ラーニング枠）

            （資料はDL制にしたい）

 ・クランクイン広報、アンケート等を検討

    場　　所：奈良県立医科大学　臨床第一講義室

    開催日時：2019年 2月27日（水）　

                      19:00～20:30（受付18:30～） 提案書3）HPの充実化について　→HP委員

提案書4）検診部会への参画について　→進捗なし    テ ー マ：『脊椎外科医が求める腰椎4方向と

                             長尺撮影の有用性』

▶今後の予定　・依頼状

             ・広報開始　別添

▶進捗状況　  ・8月末　講師よりテーマ指定、広報依頼

(5) その他

▶過去の実績　　（教育委員会より）

開催日・テーマ 非会員 会員

        会場備品費

H28.9.30 「腰椎立位PA」

H29.3.30 「肩関節」

H29.11.22「手関節」

H30.3.15 「リウマチ」

会員

26名

80名

51名

66名

5,000

30名 56名

25名 105名

15名

北村理事　：生涯教育セミナーの予算について、今回学術

　　　　　　委員会の事業として、今までメーカーさんに

　　　　　　お願いしていた案内や資料等を、学術委員会

▶予算案

 ※奈良県社会福祉総合センター改修工事のため使用不可

参加費（非会員500円） ― 6,500 10,000

事業対策費 15,000 15,000 60,000

計 15,000

会議費 ― ― ―

消耗品費 ―

＜継続審議＞

提案書2）   奈ラーニングについて

＜開催案＞開催回数：年1回（6～7月）

(4) 事業改革案について

業務改善提案書1）　

平成29年度第5回定例理事会（3/20付）にて提出

印刷費 0 0 30,000

通信費 ― ― 5,000

雑費
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             生涯教育セミナーについて

    組　　織 東地区懇話会開催報告（2019年2月8日）

    福利厚生 新年会・囲碁大会　開催報告・参加記

    教　　育 フレッシャーズセミナー、

             今年度統一講習会　開催日程

(2)その他　

【質疑】

菊谷理事　：先程も話があったが、年度末をもって退会と

            するのであれば、退会した会員への発刊物の

            送付は当該年度末まで行う。

ホームページ（秋山敬純ＨＰ委員長）

 平成30年11月21日　 県民公開講座 アップしました

 平成30年11月21日　 平成30年度 

                    近畿地域診療放射線技師会学術大会

 平成30年11月21日　 奈良県放射線技師会組織委員会　

                    東地区懇話会

 平成30年11月27日　 大和なでしこ定例会

理事会議事録
  2) 2019年度事業（案）     内容：「原子力災害時の放射線被ばく防止に関する

    ・診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー           協定」に準じた汚染スクリーニングなどを円

      2019年6月16日（日）           滑に実施するための研修

       第１回                                   　 関する研修会」

         2019年 7月14日（日） 7月15日（月）    予算書

         場所：奈良県産業会館　（大和高田市）

      場所：奈良県社会福祉総合センター

      終了後、懇親会開催予定     収支予算書：

    ・業務拡大に伴う統一講習会    平成30年度「原子力災害時の被ばく防止に関する

収入 事業対策費 25,000

    ・診療放射線技師基礎技術講習会『一般撮影』

         2019年 9月 1日（日）  関西広域連合関連

         場所：奈良県社会福祉総合センター    報告事項なし

       第２回 　　　　　 

         2019年11月30日（土）12月1日（日） 　　　　　

         場所：奈良県社会福祉総合センター

支出 講師費用

スタッフ交通費

材料費

10,000

5,000

10,000

(2)奈良県放射線技師会関連

   報告事項なし 6. 広報関連事項（菊谷勇仁広報委員長）

(1)鹿苑ニュース268号の発行について

  3) 画像等手術支援分科会の講習会開催について 【質疑】

  なし

    第5回定例理事会議事録掲載

            いのは会場手配と当日スタッフぐらいだと思

【質疑】    ・3月初旬発行予定　原稿締切　2019年 2月21日

池口理事　：画像等手術支援分科会から奈良県での講習会     内　　容 巻頭言

            の開催依頼が来ている。基本的には基礎技術     学　　術 県民講座　開催報告・参加記、

            講習会と同じような運営方法で、100名程度              近畿地域診療放射線技師会学術大会参加記

            収容の会場を準備して60名程度の参加を見込

            んで進めていく。ただ、講師が全国から集ま                     （奈ラーニング枠）開催報告

            るので、会場のアクセスや宿泊先など考慮が

            必要。講習会開催 の是非について審議をお

            願いする。

北村理事　：手術支援の加算が付く事や、認定になって

            いるという事をもっと周知した方が良い。

北村理事　：JARTの事業なら開催費用や講師の手配などは

            JARTがするので、奈良県がしなければならな

            う。

髙嶋監事　：分科会開催については開催様式があるので、   267号鹿苑ニュースより、順次和暦から西暦表示に変更

            それに沿って行ってもらえればいいと思う。

   開催予定

5. 危機（原子力災害等および関西広域連合）

                        担当：小西隆雄理事

  (1)危機管理委員会関連

  ・平成30年度「原子力災害時の被ばく防止に

                            関する研修会」について

   日  時：平成2019年3月9日（土）　15：00～17：00

   場  所：奈良県広域消防組合　消防本部

   参加者：診療放射線技師25名、  平成30年12月06日　 胃がん検診従事者研修会

           奈良県広域消防組合消防本部から40名程度  平成30年12月22日　 奈良県超音波画像勉強会 1月定例会

          奈良県橿原市慈明寺町149－3
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 平成30年12月29日　 第３回市民講座　陽子線治療の会      会　場：活魚料理 花惣 八木店　

（追加報告）

秋山理事　：平成31年1月以降、東地区懇話会、

            関西collection、大和なでしこ定例会、

・2019年1月8日　2018年度第1回ホームページ委員会を

【質疑】

水野会長　：第1回ホームページ委員会の内容としては、

            ①Q&Aなど県民に向けたページの充実を図

            る、②県民向けのイベントである３事業を      開催日時：平成30年12月19日（水曜）19時～

            見やすくするため最上位にする、など公益      開催場所：JCHO大和郡山病院　5階図書室

            性を持たせる。その他サーバーの見直し、      委員長　：髙谷道和（兼任）

            共有フォルダ（写真）の運用など。      組織委員：菊谷勇仁　竹中智士　野儀明宏　

北村理事　：以前から言っているのは、県民向けの情報                秋山敬純（兼任） 池口俊孝（医療安全）

            を色々と掲載して頂きたいという事と、会                水野会長　（ 欠席：髙谷（英）副会長）  

            員に対して勉強会の案内しか載ってないと      外部委託委員：山口長志郎（兼任）　

            いう事。技師会がどのように考え、どのよ                    辻村恭平（兼任）

            うに動いているのかHPでもう少し見える      ポスター作成委員：大椨晶来　小西勇輔　浪花真帆　

            ようにしたらどうか。勉強会だけでなく、                        古川博章　江頭　諭

            日放技の動きや技師を取り巻く環境など

            会員に有益な情報を載せるべき。  （2）第4回ポスター作成委員会

秋山理事　：現在、野球大会などのイベントの写真に関

            して、安全性を担保した上で見ることが可

            能なシステムに整備するよう、今後検討し

7. 福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）

 (１）近畿地域診療放射線技師会囲碁大会

                        第30回記念大会（奈良県）

      日　時：平成2019年1月20日（日）

      会　場：かんぽの宿 奈良

      選　手：上野山 文男、前田 要、森 直司、 

              越智 保、吉峰 正、中西 士郎、  

              柴田  佳祐、椎名 隆之 （3）審議事項

      応　援：水野会長、髙谷副会長、髙嶋監事、    1）2019年度ふれあいいきいき祭り開催内容について

              髙谷 道和、北村 未央、池口 俊孝、  

参加費　13,000円 【案】

昼食代　1,500円×17名   ・骨密度

  ・３Dプリンターで臓器の展示体幹

  ・CTCワークステーション体験

     ため開催内容の変更が必要となった。

支出 13,000円

　1）本日をもってポスター作成委員会を解散する。

     来年度マンモグラフィ装置レンタル不可となった

              山田 卓実、菊谷 勇仁、奥田 孝直 

      予算案：

平成30年12月19日

¥170,000 ¥179,800

 (1) 平成30年度第5回組織委員会

8.  組織関連事項（髙谷道和組織委員長）

       タペストリー完成　

       保管方法は、髙谷委員長が用意する。

     会　費：5,000円【受益者負担】

理事会議事録

 を掲載した。                   ℡.0120-043-087

     予算案：

            鹿苑ニュースを掲載した。

  奈良県立医科大学附属院中央放射線部技局にて行う。 【質疑】

支出 施設利用費等補助 20,000円

収入 福利厚生事業負担金 20,000円

　　※上記の他、技師会負担による新入会員補助あり。

　なし

  決算書

            ていく。 平成30年度ポスター作成委員会決算書

決算 備考項目 予算

技師会展示ポスター 150,000 162,540 タペストリー10本（税　手数料込）

     必要あり）メーカーに問い合わせする

  ・MR（四肢専用）装置のレンタル

   （費用、設置スペース、シールド等に関して確認の

4回開催

支出合計

15,000 17,260

5,000 0

作成委員会交通費実費

雑費

25,500円

(２）新年情報交換会（県民公開講座終了後）

     日　時：平成31年1月27日（日） 17：30～

大会予備費 1,000円

収入 福利厚生事業負担金 39,500円
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  ・次年度開催場所候補地

    奈良近鉄　大和郡山アピタ　郡山イオン　橿原近鉄　

    イオンモール橿原  検討をおこなう。  

 3）その他

  ・平成30年度組織事業　　

    東地区懇話会 2019年2月8日（金曜）

    済生会中和病院　放射線治療棟 

                 ２階 研修室　19時～

  ・次回　第6回組織委員会　2019年2月20日（水曜）

    JCHO大和郡山病院　3階会議室　19時～

【質疑】

髙谷理事　：平成30年度ポスター作成委員会の予算に対

            し、決算が9800円多くなったが、これはタ

            ペストリーの消費税と手数料の予算漏れ及

            び委員会を1回多く開催したための交通費

            である。

9．特別委員会

   創立70周年に向けて組織検討中。

10．常置委員会

（1)　定款改正等委員会（松岡孝明副会長）

松岡副会長：来月に学術委員会からの要望と名称変更など

            について検討し、3月の理事会で審議して頂

            きたい。

（2)　表彰委員会

　　　2019年秋の叙勲推薦を県に提出。

水野会長　：2月の近畿地域診療放射線技師会学術大会にお

            いて、奈良県の会員が功労賞を受賞する。

（3)　海外交流委員会（池口俊孝委員長）

      次年度は慈濟科技大學醫學影像暨放射科學 3年生、

      黃彥寧（Wong Yen-Ning）,陳茹圓（Chin Ru Yen）

      の2名の受け入れを予定しています。

理事会議事録
水野会長　：表彰委員会で検討し、理事会で審議して頂く。  ・臨床検査のパワーに負けたくない

    引き続き検討をしていく。

 2）2019年度レントゲン週間イベント

                             開催場所についての検討

    ・サーベイメーターの補正を検討

池口理事　：奈良県放射線技師会のサーベイメーターの校

  ・現イオン西大和店お客さんが少ない。

    しかし実績は毎年増加傾向である。

  ・リピーターも増えてきた。

    担当者が協力的で手続きも簡素

            正が2003年からされていないので、点検と校

【承認事項】保留【 0】反対【 0】賛成【15】

    ・資金調達及び設備投資の見込み

      旨を含む事項について。

【承認事項】保留【 0】反対【 0】賛成【15】

      書並びに資金調達及び設備備投資の見込み並びに微

      細な変更について、会長並びに財務理事に一任する

    ・事業計画

【承認事項】保留【 0】反対【 0】賛成【15】

    ・収支予算書

            正をメーカーに依頼することを検討している。

（2）ソウル放射線士会より近畿地域診療放射線技師会

                             との協定書締結について

                     （滋賀県放射線技師会から提案）

保留【15】反対【 0】賛成【 0】

（3）2019年度の画像等手術支援分科会の講習会、

                           奈良県開催について

保留【 2】反対【 0】賛成【13】

（4）2019年度教育事業（案）について

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

奈良県医師会館　　平成30年11月29日（木）

第5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12月 5日（水）

（公社）兵庫県放射線技師会学術大会

　 平成30年11月25日（日）

      研修期間は2019年6/30～8/4です。 平成30年度奈良県医師会創立記念式典並びに医学会総会

（4)　その他

    ・当会名誉会員について

Ⅳ.　審議事項

（1） 定款第33条に基づく平成31年度事業計画、収支予算

（公社）日本放射線技術学会第62回近畿支部学術大会

　平成30年11月24日（土）・25日（日）

Ⅴ. 経過事項

（6）第5回定例理事会における報告および審議事項等に

                                     ついての承認。

（奈良県）奈良春日野国際フォーラム  

（5）学術委員会　生涯教育セミナー（奈ラーニング枠）

                                    予算案について

保留【 0】反対【 0】賛成【15】

保留【 0】反対【 0】賛成【15】
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原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会

健康づくり財団理事会　奈良県健康づくりセンター

                        議事録署名人は記名捺印する。

Ⅶ．次回理事会について　

議　　　長　会長（代表理事）　　　水野　吉将　　　印

理事会議事録

業務拡大に伴う統一講習会   奈良県立医科大学

第5回組織委員会　JCHO大和郡山病院　3階会議室 特別会議室  2019年 3月19日（火）

平成30年12月19日（水）

厳橿会館 平成30年12月8日（土）9日（日） 2019年 3月 9日（土）

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） 第6回定例理事会  奈良県立医科大学厳橿会館

大阪第一ホテル　　　2019年 1月12日（土） 病院経営対策室  2019年 4月 5日（金）

健康づくり財団理事会　奈良県健康づくりセンター

平成30年度第1回ホームページ委員会 健康づくり財団理事会　奈良県健康づくりセンター

  奈良県立医科大学附属病院中央放射線部技局 2019年 3月28日（木）

2019年 1月8日（火）

（公社）大阪府診療放射線技師会　 2019年新年互礼会 会計監査    奈良県立医科大学附属病院　

近畿地域放射線技師会囲碁大会（奈良県）

かんぽの宿 奈良  2019年 1月20日（日）

公益事業「県民公開講座」 　奈良県橿原文化会館   　        平成2019年3月19日（火）19時00分～

Ⅵ．今後の予定 2019年 6月 4日（火）

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   2019年 1月15日（火）

2019年 6月24日（月）

ミグランス 2019年 1月31日（木）

日本医療マネジメント学会　第14回奈良支部学術集会

奈良県総合医療センター　2019年 2月 2日（土）

この議事が正確であることを証するために議長及び

 2019年 1月27日（日）     場所　奈良県立医科大学　厳橿会館　特別会議室

平成30年度公益法人研修会　橿原市役所分庁舎　

新年情報交換会                                         2019年 1月27日（日）

以上

平成2019年1月15日(火)

2019年 2月 9日(土）・10日（日）

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　 　 2019年 2月13日（水）

（公社）京都府放射線技師会学術大会 議事録署名人　　　　　　　　　　　髙嶋　敏光　　　印

2019年 2月 3日（日）                                   上野山文男　　　印　

業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県）

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学術大会（大阪府）

2019年 2月17日（日）

近畿地域診療放射線技師会会長会議（大阪府）

奈良県磯城郡田原本町宮古404－7

2019年 2月16日（土）

                奈良県健康づくりセンター内

第6回組織委員会　JCHO大和郡山病院　3階会議室

2019年 2月20日（水）
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経常費用 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算

   　事業費 執行率 執行率 執行率

     会場費 200,000 46,310 23% 150,000 62,400 42% 0
     旅費交通費 100,000 44,063 44% 150,000 60,560 40% 0
     通信運搬費 10,000 10,000 300,000 178,531 60%
     消耗品費 50,000 35,488 71% 20,000 123,756 618% 0
     印刷製本費 250,000 249,081 100% 50,000 35,645 71% 1,200,000 718,871 60%
     賃借料 150,000 120,960 81% 0 0
     諸謝金 200,000 20,000 10% 200,000 95,000 48% 0
     支払手数料 5,000 5,862 117% 5,000 864 17% 5,000 3,564 71%
     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 59,426 59% 50,000 11,904 24% 0

経常費用 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算

   　事業費 執行率 執行率 執行率

     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 0 300,000 151,752 51%
     研究助成費 0 300,000 225,000 75% 0
     雑費 50,000 50,000 0

科目 予算

  　 管理費 予算額 支出額 執行率

     総会費 100,000 58,411 58%
     旅費交通費 200,000 53,200 27%
     通信運搬費 200,000 98,893 49%
     消耗品費 50,000 19,427 39%
     印刷製本費 80,000 1,500 2%
     支払手数料 5,000 2,268 45%
     雑費 519,627 343,647 66%

図書刊行物の発行及びホームページに 
    おける発信事業

別表1

公益目的事業会計

公１ 公２ 公３

○ポスター作成委員会　ポスター費　162,000円　公1印刷製本費より支出

法人会計

平成30年　 1月 1日　現在　会計中間報告

○ニュース266号　53,070円　公3印刷製本費より支出
○レントゲン週間　骨密度レンタル費　51,840円　公1貸借料より支出

科目

その他事業会計

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１ 他２ 他３

科目
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
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鹿苑ニュース 2019年 3月10日

※ 第2回開催は2019年11月３０日（土）、１２月１日（日）を予定しております。

申込方法　: 事前登録。

　　　　　 JART 情報システム内のイヘン゙ト申込メニューから申し込み

申込期間　: 2019年４月下旬より申込開始予定

                 （奈放技ホームページでお知らせします）

受講料　: 会員 15,000円　非会員 60,000円 

日　時　: 2019年７月14日(日) 、７月１５日(月・祝)　 ２日間開催

場　所　: 奈良県産業会館（大和高田市）　3F会議室 

そのため、来年度（2019年度）限りで、各都道府県での開催は、終了します。

　本講習会は、（公社）日本診療放射線技師会、（公社）奈良県放射線技師会では、法律

改正に伴う重要な講習会と位置付けております。その旨、ご理解いただきまして、会員、

非会員問わず、まだ、受講されていない皆様の全員受講を切望いたします。

定　員　: 45名 

　　・CT・MRI検査等ての゙自動注入器による造影剤の注入後の抜針・止血

　　・下部消化管検査の実施(ネラトンチューフ挿゙入も含めて)

　　・画像誘導放射線治療時の腸内カズ吸引のためのチューフ挿゙入

　2020年度より法律改正後の教育と研修を修了した新卒 診療放射線技師が誕生します。

　　　　　　　　開催のこ案゙内（奈良県開催）

　診療放射線技師法か平゙成26年6月18日に一部改正され、以下の業務内容か拡゙大しました。
　

日　時　: 2019年６月１６日(日)　 9：30～17：00

受講料　: 会員　無料　非会員　無料 

※ 新人技師の交流が深まることを期待し、終了後、懇親会も企画いたします。

場　所　: 奈良県社会福祉総合センター（近鉄畝傍御陵前駅すぐ）　3F会議室 

申込方法　: 事前登録制

申込期間　: 2019年４月初旬より申込開始予定

　　　　　　（奈放技ホームページでお知らせします）

教育委員会からのお知らせ

　業務拡大に伴う統一講習会

　　本セミナーは、新たに診療放射線技師として勤務するフレッシャーズを対象とした基礎講習

　です。診療放射線技師として、医療者として必要なエチケット・マナーから基礎知識や技術を身

　につけ、チーム医療及び保健・福祉の向上に努めることを目的とします。

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー開催のご案内
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