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公益社団法人奈良県放射線技師会　福利厚生理事　奥田　孝直

お越しいただき、奈良県選手の雄姿をご覧ください。

　囲碁大会は来年1月20日、かんぽの宿 奈良で行います。この大会は平成元年からはじまり今回で30

回目を迎えます。記念大会に相応しい会場と企画をご用意します。選手としてのご登録のほか、奈良県

開催につき応援の皆様も多数お待ちしています。

者より、ハイキングからご参加頂いた方のほうが多かったです。

当会の方針に「健康を重視した福利厚生事業を行う」とあります。ハイキングやボウリングで、それぞれ

ただ1日ではありますが体を動かし、同時に会員相互の親睦を深めて頂ければ何よりと存じます。

　近畿地域野球大会では近年、奈良県チームの力量が急上昇しています。経験のある若手が毎年続々

入会し、優勝できる実力と気迫とが満ちて来ました。本年は10月14日、兵庫県での開催です。是非応援に

　新年情報交換会は来年1月27日、県民公開講座の終了後に行います。正会員はもとより、毎年本当に

多くの賛助会員の皆様にご参加いただいております。病院内では話せなかった事も、新年会では距離

も近く、胸襟を開いて語り合って頂けます。私事ではございますが、福利厚生事業に係らせて頂くのは

今年で7年目になります。2012年に髙嶋元会長よりお声掛けを頂き、厚生外部委員をさせて頂く事から

始まりました。それまでは技師会イベントへの参加は少なく、他院の会員さんのお名前も知らず、皆さ

の中に旨い肉、良く冷えた飲み物をご用意してお待ちしております。初めての方も、久々の方も、毎年

お越しいただいている方も、ぜひとも皆様お誘い合わせのうえご参加下さい。

　福利厚生理事を拝命しております天理よろづ相談所病院の奥田孝直です。日頃は当会へのお力添え

をいただき誠にありがとうございます。当会の福利厚生事業は年間5つあります。

春のボウリング大会、秋のハイキング＆BBQ大会、近畿地域診療放射線技師会野球大会、近畿地域放診

療射線技師会囲碁大会、新年情報交換会です。どのイベントにも 毎回、沢山の会員様にご参加いただ  

いております。特にハイキング＆BBQ大会は毎年60名を超すご参加があります。去年はBBQのみの参加

　最後になりましたが、今後とも当会へのご理解とご協力を何卒宜しくお願い致します。

んの中に入って緊張するのではないかと思っていました。しかし実際のイベントでは逆に、同じ県の同

じ職業人と言うだけでこんなにすぐに仲良くなれるものなのかという驚きを持ちました。思いますに

診療放射線技師は、初対面の患者をリラックスさせるスキルを日常業務で積んでいます。そんな技師ば

かりが集まる訳ですから打ち解けやすい事も納得出来ます。

　次回のイベントは10月7日（日）秋の福利厚生事業「ハイキング＆BBQ大会」です。秋の清々しい景色
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　【 本講習会に関するお問い合わせ先 】

　 　公益社団法人奈良県放射線技師会 理事　　小西　隆雄

   　宇陀市立病院　放射線科　　TEL:0745-82-0381  　E-mail:konishi@rokuen.or.jp

講習会のお知らせ

平成30年度(公社)奈良県放射線技師会

2018.9.15 土
15:00 17:00
（ 受付 14:30～ ）

奈良医大附属病院 中央放射線部

奈良県放射線技師会 会員 無料
非会員 1000円

〒 634-8522 奈良県橿原市四条町840

メールによる申し込みとさせていただきます。

申し込み先メールアドレス kousyuukai@rokuen.or.jp
(件名に「漏洩線量測定講習会申し込み」と記入して下さ

い)

本文に以下の内容を記載ください。

・参加者氏名（同一施設の場合は連名で結構です）

・施設名

・連絡用メールアドレス（代表者のみで結構です）

１．講義
（講師；髙谷副会長）

２．測定実習

内 容

場 所

参加費

申し込み
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☆ハイキング＆BBQ大会
　開催日：平成３０年10月７日（日）

　会　場：天理観光農園　詳細はチラシをご参照ください。

☆第65回近畿地域診療放射線技師会野球大会
　開催日：平成30年10月14日（日）

　会　場：兵庫県・浜甲子園運動公園

　選手のほか、当日応援のご参加も募集しています！

☆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）

　会　場：かんぽの宿 奈良

　平成元年度から始まったこの大会

　30回記念大会で、奈良県開催となります！

　選手募集中！　現会員のほか、過去にご出場頂いた

　元会員様のご参加もお待ちしています！（参加費　現会員：無料　元会員：1500円）

　当日応援のご参加、県内ですので多数お待ちしています！

☆新年情報交換会（県民公開講座終了後）

　開催日：平成31年1月2７日（日）

　会　場：未定

厚生事業に関するお問い合わせは、厚生担当理事奥田(okuda@rokuen.or.jp)までお願いします。

福利厚生事業案内

福利厚生イベントのご案内
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福利厚生事業案内
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9：45　　     　　　 開会の辞 

9 ： 50 ～ 12 ： 0 0  会員研究発表 

12 ： 15 ～ 13 ： 00  ランチョンセミナ ー

13 ： 10 ～ 14 ： 40  講演 

14 ： 50 ～ 16 ： 50  シンポジウム 

16 ： 50 　　　　　閉会の辞 

座長：奈良県立医科大学附属病院　野儀明宏 

EIZO 株式会社 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

 奈良県放射線技師会 学術大会 2018 

　　　　　　　　　　　特別講演 「医療被ばく低減施設取得の意義」 

 座長：天理よろづ相談所病院　　　錦　成郎 

　　　　　　　　　　「医療被ばくをみんなで考えよう！」 

　　1. 放射線管理士

　　　　　　　　　　　医療被ばくにおける装置メーカーの取り組み 

　　　　　　　　　　　被ばく線量管理システム構築の注意点 

　　3. ＣＴ

　　4. ＩＶＲ

田北病院      　　　　　　　　  小林勝宏 

奈良県総合医療センター　　　　  山田卓実 

済生会中和病院    　　　　　    柴田善行 

天理よろづ相談所病院　　　　    東慎之介 

　　2. ＲＩ 

学術委員会からのお知らせ

講師：公益社団法人 日本診療放射線技師会 医療被ばく安全管理委員会 

委員長    鈴木賢昭 

「 医療被ばくを考える ～すべては患者のために～ 」 

平成 30 年 10 月 28 日（日） 奈良県社会福祉総合センター 

1 部 座長：   天理よろづ相談所病院 日浦之和・奈良県総合医療センター 上田　拓 

座長：奈良県放射線技師会 副会長 松岡孝明 

　　　　　　　　　　　基調講演 「医療被ばく低減施設認定取得への道のり」 

講師：近畿大学医学部奈良病院   今井俊輔 

2 部 座長：        　 市立奈良病院 秋山敬純・近畿大学医学部奈良病院 古川卓也 

 奈良県放射線技師会 副会長 髙谷英明 

 奈良県放射線技師会　会長  水野吉将 
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学術委員会からのお知らせ
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統一講習会参加記

と感じるものでした。

　2日目の最後には運命の試験がありました。この試験に合格できなければ、せっかくの休日2日

間を犠牲にした業務拡大に伴う統一講習会の受講が水の泡になってしまうわけです。先輩からは

と身につけて今後の臨床に生かしていきたいと思います。

業務拡大に伴う統一講習会に参加して

　私は7月15日、16日と2日間、奈良県立医科大学の厳橿会館で開催された業務拡大に伴う統一講

習会に参加させていただきました。

　1日目は、DVD講習を受講させていただきました。法改正やIGRT、下部消化管、静脈注射関連の内

容について学ぶことができました。普段はIVRやCTといったモダリティに従事しているので、IGRT

なかったため少し緊張しながらの実習となりましたが、前日の講習で学んだことを活かしてスムー

や下部消化管の講義は新鮮ですごく興味深い内容でした。

　2日目の午前中は、前日に引き続き静脈注射関連のDVD講習を受講させていただき、午後からは

実習・演習形式の講習会を受講させていただきました。

実習・演習では、シミュレーターや人形ファントムを使用して静脈注射の実習や下部消化管、IGRT、

BLSの実習をさせていただきました。

　近畿大学医学部奈良病院　放射線部　　田中　貴大

マークシート形式ではないと聞いていたため、かなり警戒していましたが、、無事に試験に合格す

ることができ修了証を受けとることができました。この講習会では、普段の臨床現場では実施す

ることの少ない内容を学ぶことができ、貴重な経験を積むことができました。この経験をしっかり

　最後となりましたが、お忙しい中業務拡大に伴う統一講習会を開催していただいた奈良県放

射線技師会の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

ズに実施することができました。BLSについては、私自身何度か講習を受けた経験があったのです

が、胸骨圧迫やAEDの使用方法など再確認させていただき、質の高いCPRの重要性を学ばせてい

ただきました。やはり何度経験しても胸骨圧迫は、2分も経過すれば息が切れ切れるほどしんどい

静脈注射の抜針や止血は、主に造影CTで行うことが多いと考えられるため、患者さんに対する声

掛けや状態確認、止血時間、水分摂取など、より臨床に近い説明も含めた演習を実施させていただ

きました。下部消化管とIGRTの実習では、お尻型の ファントムを使用して、直腸にカテーテルを挿入

する練習や直腸のガス抜き、カテーテルの抜去などをさせていただきました。今まで行ったことが
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　2018年8月19日、昨年に引き続き今年も近鉄百貨店橿原店様のご協力により放射線フェスタ2018

を開催させて頂きました。

　内容としまして１階フロアの一部をお借りし、超音波を用いた骨塩定量測定（無料）・医療放射線被

ばく相談員による医療被ばく相談・がん検診受診啓発のパネル展示及び放射線画像・検査の説明な

どを行いました。骨塩定量測定では若い方から年配の方まで108名の方に測定を受けて頂き大盛況

でした。来場者さんとも話をさせて頂き、日頃から運動や食生活など健康に対する意識の高さを伺

い知る事ができ、また感謝のお言葉も頂き多くの皆様に喜んで頂けたのではないかと思います。

放射線フェスタのためだけ近鉄百貨店に足を運んで頂いたご家族もおられ大変嬉しく思いました。

診療放射線技師の仕事に対する質問も頂戴し、我々の職業を多少は認知していただけたのではな

いかと思います。

　開催中は各自、骨密度測定、結果説明、医療被ばく相談、パネル説明、ポケットティッシュ配布によ

る広報など、開催時間終了の15時までスタッフ一同協力しイベントを終えることが出来ました。

　来年度も引き続き県民健康増進事業「放射線フェスタ」を開催できたらと思います。何卒ご協力

のほど、よろしくお願い致します。

　文末になりましたが、今年もご協力頂きました近鉄百貨店橿原店様に、心より御礼申し上げます。

ありがとうございました。

イベント開催報告・参加記

放射線フェスタ2018を開催しました

市立奈良病院　　秋山 敬純
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公益社団法人奈良県放射線技師会　

　先の通常総会におきまして、上野山監事とともに監事の選任を戴きました髙嶋です。

どうぞよろしくお願いします。

　１８９６年（明治２９年）の民法制定から１１２年間もの長きに亘り続いてきた（旧）民法による公益法

人制度が2008年に終わりを告げました。元々、旧法下での一部の公益法人が、その名を隠れ蓑と

して寄付金や税制上の優遇措置を利用して巨額の資金運用や流出というずさんな運営実態が明

らかになり、その所轄官庁であり監督責任のある国や都道府県が行政として目が行き届かない実

態が次々と明らかになったことが法人法の制度改革の一因とも言われています。

　本会は２００６年（平成１８年）５月において成立した公益法人制度改革関連法案三法により特例民

法法人に移行し、その後、行政庁における認定機関による公益認定を受けて晴れて２０１４年（平成

２６年）４月より新公益社団法人としてスタート致しました。しかし、公益社団法人である本会も、あ

くまで公益認定を受けた一般社団法人であり、法令は一般社団法人・一般財団法人に関する法律

により規定されています。

　本題には遠回りになりましたが、私たち監事の役割と責務についても、当会の定款第１２条、第34

条の定めのみならず、一般社団法人・一般財団法人に関する法律の第95条、第９９条、第１００条、第

101条、第102条、第103条、第104条にまたがる多くの法令により規定されています。

　その一つとして、第101条第1項の理事会への出席について、例として入院などの物理的な理由

がない限り理事会への出席は必須の義務であることが規定されています。

また、第95条第3項には理事会議事録の監事の署名、捺印が明文規定されていることからもわか

るように監事の役割が重要視されています。

　このように、監事の職務は旧法での会計監査のみではなく、理事および理事会の決定事項で進

められる事業についての監督・監査をも含むことになり、旧法より職務権限の強化と責任が重くな

っています。

　以上のようなことから、上野山監事とともに本会の会務の執行について、チェック機能を果たせ

るよう役割と責務を十分果たせるよう職務を全うしてまいりたいと思います。

今後とも会員皆様のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。

監事　髙嶋　敏光

監事の役割と責務
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委員会 イベント名 25名

日時 平成30年7月15日、16日 9:00～18：20 1名

場所

委員会 イベント名

日時 平成30年8月19日 10：00～15：00

場所

放射線フェスタ　2018　

　【事業目的】

　県民に向けての健康増進及びがん検診受診率の向上の一助となるような

　情報提供をおこなう。

　【事業内容】

　　①骨塩定量測定（無料）

　　②がん検診受診啓発パネル展示 コメント：

　　③ひばく相談 学術委員会から事業を引き継ぎ本年度より組織事

　　④イベント広報（ポケットティシュ・ビラまき) 業として開催をおこなった。

実績としはブース来場者159名　骨密度測定108名

被ばく相談8名　ブース来場者は昨年度を上回りこ

の度の事業目的は概ね達成できたと考える。

催し物 ：

・　「レントゲン週間イベント」　
平成30年1１月３日（土・祝）
　10：00～15：00
イオン西大和店　２F
骨密度測定（無料）
各種がん検診のご案内
診療放射線技師の仕事紹介

場　所 ：

日　程 ：

報告者 髙谷道和
非会員　（無料）

近鉄百貨店橿原店 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

プログラム・内容:：

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 放射線フェスタ　2018 会　員（無料）

コメント：
法律改正に伴う業務拡大に対応するための講習
会の開催した。
今後も未受講者に受講を促し、平成32年度までに
未受講者の方の全員受講を目指したい。

イベント開催報告

プログラム・内容:：

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 統一講習会 会員（無料）

報告者 池口俊孝
非会員

厳橿会館 ポスター・チラシ・写真等掲載欄

7月15日（日）

時　　間 分 科　目

9：00～9：20 20 受付

9：20～9：30 10 開講式・オリエンテーション

9：30～10：20 50 講義（DVD放映）法改正

10：20～11：10 50 講義（DVD放映）IGRT

11：10～11：20 10 休憩

11：20～12：10 50 講義（DVD放映）IGRT

12：10～13：00 50 講義（DVD放映）IGRT

13：00～13：50 50 昼休憩

13：50～14：40 50 講義（DVD放映）下部消化管

14：40～15：30 50 講義（DVD放映）下部消化管

15：30～15：40 10 休憩

15：40～16：30 50 講義（DVD放映）下部消化管

16：30～17：20 50 講義（DVD放映）下部消化管

17：20～17：30 10 休憩

17：30～18：20 50 講義（DVD放映）静脈注射関係

7月16日（月・祝）

時　　間 分 科　目

9：00～9：20 20 受付

9：20～9：30 10 オリエンテーション

9：30～10：20 50 講義（DVD放映）静脈注射関係

10：20～11：10 50 講義（DVD放映）静脈注射関係

11：10～11：20 10 休憩

11：20～12：50 90 ※実習・演習　静脈注射関係

12：50～13：40 50 昼休憩

13：40～14：30 50 ※実習・演習　下部消化管

14：30～15：20 50 ※実習・演習　IGRT

15：20～15：40 20 休憩

15：40～16：40 60 ※実習・演習　BLS

16：40～16：50 10 休憩

16：50～17：40 50 ※試験説明および確認試験

17：40～17：50 20 解答用紙回収、確認作業

17：50～18：10 20 閉校式
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以上　　

署名人は記名捺印する。

平成30年5月26日(土)

議　　　　長：会長（代表理事）　水野　吉将　　　印

議事録署名人：監事　　　　　　　上野山　文男　　印　

　　　　　　　　　　　　　　　　髙嶋　敏光　　　印　　

奈良県健康づくりセンター内

公益社団法人　奈良県放射線技師会

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

総会の収支決算報告を下記に示す。奈良県磯城郡田原本町宮古404－7　

会福祉総合社センターにて開催した。役員改選のため、臨

時理事会後新体制について承認を得た。

１．会長報告

(1)奈良県関係

・5月26日（土）、第5回（通期65回）通常総会を奈良県社

欠席理事：山田卓実

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

信任投票により理事、監事の選出を得ました。 会にご参集頂きありがとうございます。

どうぞよろしくお願い致します。

欠席理事1名（委任状有）　　出席監事2名

　が選出された。それに伴い、定款第28条に会長（代表理　

　水野吉将理事より常務理事に小林勝宏理事への推薦が

　、副会長の再任と常務理事の交代が承認された。

　会長に髙谷英明理事、松岡孝明理事、常務理事に小林

３．議長、議事録署名人の指名

議事録署名人（第32条）：髙嶋敏光監事、上野山文男監事

　　平成３０年、３１年度常置委員会、委員長について、

はじめに、６月２日、東京、日経ホールにおいて日本診療

議　　　　長（第31条）：水野吉将理事 放射線技師会第79回通常総会が開催されました。その内容

１．前会長挨拶 ・会長挨拶 

　先程の通常総会において、定款第24条に基づく会員の 　本日は業務等でお忙しい中、平成30年度第2回定例理事

新理事の皆様には２年間大変お世話をおかけしますが、 この度、大阪北部地震、西日本豪雨に被災された方々には

２．定数確認　　出席理事14名　　 常総会、役員改選後、新しい組織での最初の理事会になり

担当理事から詳細に報告していただきます。

　事）、副会長、常務理事の選出を行った。 皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたが、担当理事が調査

　あった。その他、各理事から特に意見がなく、会長 とがわかりました。今後はメンテナンス作業等でメール等

　　先程の通常総会において、役員（理事15名、監事2名）

に関してはこの後ご報告させていただきます。今年度の事

４．議案

議案（報告事項）

　従って、平成30年、31年度は会長に水野吉将理事、副

心からお見舞い申し上げます。それでは、５月２６日の通

ますが議事進行にご協力をお願い致します。

　7月7日あたりから@rouken.or.jpのメールに障害が発生、

したところ「メンテナンスのためサーバー停止」というこ

が使用できなくなる場合は事前に連絡するようお願いした

議事録作成人ならびに署名人の指名

業としては、福利厚生事業「ボウリング大会」、教育事業

1）会長（代表理事）について 「フレッシャーズセミナー」が開催されました。この後、

議事録署名人（第32条）：髙嶋敏光監事、上野山文男監事

　勝宏理事が、選任された。

2）その他

いと思います。それでは、平成30年度第2回定例理事会を

　髙谷道和理事の推薦選定したい旨を、問うたところ、 議長（第31条）　　　　：水野吉将会長　　　　

　満場異議なくこれに賛成した。　　　　 議事録作成人　　　　　：小林勝宏常務理事

　未央理事、教育、池口俊孝理事、広報、菊谷勇仁理事、

始めます。どうぞよろしくお願い致します。

成立が宣せられた。

　福利厚生、奥田孝直理事、財務、山田卓実理事、組織、

　水野吉将会長から、総務、小林勝宏理事、学術、北村

理事会議事録
（公社）奈良県放射線技師会 （公社）奈良県放射線技師会

平成30年度第１回臨時理事会議事録 平成30年度第2回定例理事会議事録

　　　　　髙谷道和、奥田孝直、北村未央、小林勝宏、 　　　　　小西隆雄、髙谷道和、奥田孝直、北村未央、

出席監事：上野山文男、髙嶋敏光 出席監事：上野山文男、髙嶋敏光

日　　時：平成30年5月26日（土）15時15分～15時25分 日　　時：平成30年7月17日（火）19時00分～21時00分

　　　　　菊谷勇仁、池口俊孝、竹中智士、野儀明宏、

　　　　　日浦之和、秋山敬純

場　　所：奈良県社会福祉総合センター　大会議室 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、髙谷英明、松岡孝明、小西隆雄、 出席理事：水野吉将、髙谷英明、松岡孝明、小林勝宏、

　　　　　菊谷勇仁、池口俊孝、竹中智士、山田卓実、  

　　　　　野儀明宏、日浦之和、秋山敬純
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4,100

卓上ｽﾀﾝﾄ

雑費 5,130 708

お花 5,000 5,000

備品運搬費 860 860

100 100

PCﾌﾟﾛｼﾞｬｸﾀｰ 3,600 3,600

ｽｸﾘｰﾝ（床置き式） 300 300

病院教授

使用備品代

備　考

総会開催費 55,000

会計 55,000

支出

講師謝金 30,000 30,000

　特に問題はなく終了しました。中澤会長から数点報告が 　　　　　　　　2018年 6月号 Vol.65 No.762　

　ついての今後の対応、女性推進プロジェクトについて、 （一社）北海道放射線技師会　　　　会報　2018年5月

　　担当理事から報告。

【他府県からの発刊物】

(3)日本診療放射線技師会関係 （公社）石川県診療放射線技師会　　会誌

・6月30日（土）（一社）奈良県病院協会法人設立３０周 　　　　　　め、危機担当の小西理事に報告。

　年・日本病院会奈良県支部設立５周年記念式典・記念講 北村理事　：情報収集をして技師会として何か動くのか？

・台湾の慈済科技大学から葉秀宸、黄士庭の放射線技術科 北村理事　：災害時にはDMATも必ず活動しているので、

【質疑】

・6月10日（日）福利厚生事業「ボウリング大会」を大和 　　　　　　くのか？問い合わせ（報告内容）の項目を決

・6月17日（日）日本診療放射線技師会主催「フレッシャ 水野会長　：組織委員会の中でメーリングリストがあるの 

　催された。

　高田市「オプトボウルタカダ」にて開催。

　演会・記念祝賀会に出席。

北村理事　：災害時の状況について、各施設の誰に何を聞 

　　　　　　めておいたほうがいいのではないか？

　　　　　　で、それを利用する。各地区の被害情報を集

水野会長　：情報収集だけです。

　ーズセミナー」を奈良県社会福祉総合センターで開催。

　会長へ報告していただくようお願いします。合計 55,000 51,438

　を行っているようです。」と回答した。今後、近畿6府

　県において、大きな災害が発生した場合、震度5弱以上

　と大雨洪水による浸水などの場合、危機担当理事が組織

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ（有線）1本 300 300

　いているなかで、病院施設は一時的にエレベーターが停

　止、棚から物が落下することなどがありました。

　しかし、少し揺れただけで重大な被害はなく、通常業務持ち込みPC電気料 100 100

　メールが休日であったため、会長が把握していることと、

　個人的に直接　お聞きした施設のことをまとめ、「県内

　は震度3、JRが運休、私鉄近鉄線はダイヤが乱れるが動

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ（無線）　2本 2,050×2

・6月24日（日）JART災害対策委員長、江藤理事から「大   

　代議員として、水野、髙谷、松岡が参加しました。

　ありました。会員会費について、満62歳に達した会員に

　技師養成機関の単位数の見直し、臨床実習を参加型にす

理事会議事録
第5回通常総会収支決算報告 　るための見直し、整備などがありました。そのなかで、

　奈良県から各都道府県の技師会費の満６１歳に達した会

　員に対する減額処理を行った場合に、本部は対応可能な

予算(円) 決算(円)

・6月 7日（木）第11回奈良県健康づくり財団理事会が開

　阪北部地震の状況について奈良県内の状況を報告してく

　ださい。」とメールがきました。

会場費 6,370 6,370

　のかを確認したところ、各所属の技師会に対応可能であ

　るという回答を得ました。

　近畿地域理事に当会の髙嶋監事が就任されました。

　　　　　　活用してはどうか。

　委員会を通じて、県内の状況を収集し、まとまり次第、

　　　　　　日放技が集めているのであれば報告書として

水野会長　：今回は日放技からメールでの問い合わせだけ

　　　　　　今後、このような災害が発生した時に、技師 　 

　「東京放射線」2018年 5月号総会特集号 Vol.65 No.761

　　　　　　　　2018年 7・8月合併号Vol.65 No.763

（公社）福島県診療放射線技師会　　

　大学院1年生3名、研修受け入れを開始。

　5日）NPO法人nakamaro奈良国際交流協会の協力のもと、

　ター講演会が奈良県総合医療センターにて開催される。

・平成30年11月23日に開催される第2回DR連合フォーラム 　　　　　　会として被害状況を把握しておきたいため、

　への後援依頼について承認を得たい。 　　　　　　情報収集の体制については小西危機管理担当

(2)奈良県放射線技師会関係 　　　　　　理事と組織委員会とで検討していきます。

　期間:平成30年7月3日〜8月3日（来日期間:6月30日〜8月 髙谷副会長：報告のためのテンプレートはあるのか？ 

　担当理事を中心に遂行中。7月2日ウェルカムパーティを 　　　　　　提出しなければならないのでは？

・7月18日（水）平成30年度第1回奈良県医療安全推進セン 　　　　　　で、テンプレート等はありません。

・6月2日(土)日本診療放射線技師会総会が東京で開催され、 （公社）東京都診療放射線技師会 　

　開催した。
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理事会議事録
　　平成30年度会誌　福島放技ニュース　Vol.164  千代田テクノル　　　　　　   FB News  No.499

（公社）神奈川県放射線技師会　　 

２．副会長の活動報告　　「KART」Vol.701 No.1 May.2018 274

（公社）大分県放射線技師会　　　 ・6月 2日（土）東京都、日経ホール、日本診療放射線技

　　 「大分放射線」第111号（総会資料号） 　師会第79回通常総会に代議員として参加。

（公社）広島県診療放射線技師会　　 ・6月10日（日）福利厚生事業「ボウリング大会」に参加。

（一社）島根県診療放射線技師会　 (髙谷副会長)

（一社）長崎県診療放射線技師会　 ・5月26日（土）奈良県社会福祉総合センターにて第5回

　　「放射野」No.122　2018.総会号会誌 　通常総会に参加。

（一社）山梨県診療放射線技師会　 「山梨放射線」No.40 ・6月20日（水）第2回組織委員会（JCHO大和郡山病院会

（公社）埼玉県診療放射線技師会　 　議室）に出席。

　　　RADIOLOGICAL　SAITAMA　No.2 2018

　　会誌　RT journal No.49 2018.6 ・6月15日（金）組織委員会「南地区懇話会」に参加。

（公社）福岡県診療放射線技師会　　 ・6月17日（日）フレッシャーズセミナー、奈良県社会福

　　会誌　第338号　情報誌「FART NEWS」第26号 　祉総合センターにて開催、講師として参加。

　平成30年度第1回近畿地域診療放射線技師会会長副会長 ・6月 2日（土）東京都、日経ホール、日本診療放射線技

　会議及び教育委員会が開催予定。 　師会第79回通常総会に代議員として参加。

・6月 6日（水）第2回学術委員会

(松岡副会長)

(4)近畿地域診療放射線技師会関係 ・5月26日（土）奈良県社会福祉総合センターにて第5回

　9月8日（土）大阪府診療放射線技師会事務所において、 　通常総会に参加。

（公社）大阪府診療放射線技師会　　 1)総務関連事項（小林勝宏常務理事）

　　大放技会報　No.319  No.320 4月26日から7月13日まで

（公社）滋賀県放射線技師会　　　　 新入会員【承認事項】

【発刊物】 　（奈良県立医科大学附属病院）に出席。

（一社）和歌山県放射線技師会　　　

　　和放技雑誌　No.12　2018 ３.常設委員会

（公社）京都府放射線技師会　　　　 6月 2日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認　

　　年報　平成29年度　京放技ニュース 　67981　石倉　綜太　

　　　　　通算696号 通算697号 通算698号 　 医療法人康仁会　西の京病院

　　第72回総会資料・第32回学術研究発表会プログラム 5月22日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認　      

（公社）兵庫県放射線技師会　　　　 　67872　川岡　貴子　 

　　会誌「HART」Vol.78-①　2018.6.1 　社会医療法人松本快生会　西奈良中央病院

　工学会の後援依頼。 6月 2日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認　

　67983　西川　亨平   

【他団体からの発刊物】 　奈良県立病院機構奈良県総合医療センター

6月 2日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認　 

(5)医療関連団体関係 　67982　北村　慎太郎

・（一社）奈良県臨床工学技士会から第25回近畿臨床 　市立奈良病院

6月 7日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認   

　　「奈良県医師新報」5  vol.796　

　グランソール奈良

6月 7日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認  

　 68016　室田　起左子

　 医療法人健生会土庫病院

（一社）奈良県医師会　　　　　　　  

　　「奈良県医師新報」6  vol.797　 

（一社）奈良県臨床検査技師会　　 

　　 「奈臨技ニュース」　No.289　No.291

（一社）奈良県薬剤師会　　　　　　 

　　会誌 第175号　2018年5月　会誌 第176号　2018年6月

（公社）日本歯科技工士会　　　　 

（公社）奈良県柔道整復師会　　　 

　　 「まほろば通信」第17号

　68015　開地　真理香 

6月 7日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認   

　68017　吉國　賢     

　　 「日本歯技」7 July 2018 　医療法人健生会土庫病院

6月11日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認  

　 68040　田中　卓     
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　　　 正会員18名　非会員14名　他 3名

理事会議事録
　　公立大学法人　奈良県立医科大学附属病院

6月21日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認   

　　68015　西橋　祥太  　　御結婚のため祝電

　　グランソール奈良 弔事

7月12日・・否決（0）保留（0）賛成（15）事前承認  7月 7日　64217　貝辻　美紗　

　　68335　清水　岳史    　　お父様御逝去のため弔電(7/8)

　　医療法人新生会総合病院高の原中央病院 療養

7月 5日　43633　前田　利明　

退会 　　一ケ月を超える入院療養のため見舞金(5000円)

6月24日　52099　中原　隆太　 申請

5月11日　64439　坂本　壮 会員数

転入 （公社）奈良県放射線技師会正会員　435名　            

なし  （4月25日　第1回定例理事会時428名）

奈良県会員　434名　仮会員3名 (7月12日現在）

転出 備考：公益社団法人日本診療放射線技師会関連             

5月 8日　36182　金　　泰弘　

　　公益社団法人愛知県診療放射線技師会へ イベント・カウント申請、完了

　　公益社団法人大阪府診療放射線技師会へ 4月26日

7月 5日　53184　須賀　龍也　 　　奈良県超音波画像勉強会第18回特別講演会(6/2)

　　公益社団法人大阪府診療放射線技師会へ 5月 6日　

異動 　　奈良県消化管撮影技術研究会第30回特別講演会(6/31)

5月 7日　60780　齋藤　恭孝　自宅住所 5月 8日　

5月 9日　53822　山田　忍　  勤務先、配送先 　　平成30年度組織事業南地区懇話会(6/15)

5月 9日　66970　土井　康平　自宅住所 5月24日

5月14日　61055　山下　哲児　勤務先　 　　奈良CT conference　6月定例会(6/28)

　　自宅　→奈良県立病院機構奈良県総合医療センター 5月25日

5月16日　54361　嶋田　容子　氏名、自宅住所、電話番号 　　第47回奈良CR勉強会(6/6)

5月17日　20513　久保田　智　勤務先　 6月13日

　　自宅→医療法人藤和会藤村病院 　　奈良県 MR Conference　7月定例会(7/7)

5月18日　26985　谷口　道幸　メールアドレス 7月 2日　

5月22日　53184　須賀　龍也　勤務先  　　奈良県消化管撮影技術研究会第312回定例会(8/24)

　　郡山青藍病院　→　医療法人風早会　外科野崎病院 完了

4月27日

5月31日　66280　奥田　雅明　勤務先  　　第52回撮診の会(4/26)                                

　　高宮病院　→　医療法人鴻池会　秋津鴻池病院 　　　 正会員40名　非会員 7名　他 0名

慶事

5月 9日　富士フィルムメディカル　 　　第5回奈良県放射線技師会通常総会時特別講演会(5/26)    

　　担当者　池上弘朗→髙橋信二郎 　　　正会員40名　非会員 0名　他 0名

6月 6日　

5月17日　住所変更 　　大和なでしこ第7回特別講演会(5/12)                   

　　奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター      　　　 正会員26名　非会員17名　他 8名

賛助会員 5月28日

なし 　　奈良県MR　Conference5月定例会(5/11) 

7月 2日　56744　山田　和弥・62330　山田　千晴　

慶事・弔事 　　奈良県超音波画像勉強会第18回特別講演会(6/2)         

慶事・弔事については理事会報告で承認とする。 　　　 正会員11名　非会員 6名　他32名

　　　 正会員65名　非会員40名　他 1名

施設情報変更 5月25日

6月20日　52214　中谷　瞬　  自宅住所 5月 6日　      

7月 7日　67981　石倉　綜太　配送先 　　奈良県消化管撮影技術研究会第311回定例会(4/27) 

新規施設登録 5月18日

5月25日　65250　浪花　真帆　自宅住所
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・賛助会員の賛助会費について

領収書No.

1 ①

2 ②

3 ③

4 ④

5 ⑤

6 ⑥

7

8

公１雑費

公１雑費

公１雑費

¥15,000

計上科目

公１印刷製本費

公１消耗品費

公１会場費

2018/1/29 スタッフ昼食

2018/1/29

¥30,000

¥1,000

¥900

¥500

スタッフ昼食

パンフレット費用

2018/1/21 配布ボールペン費用

　　　　　　余裕のある取り決めにするとか、年に一度理

細書として記載してください。

イベント名：県民公開講座

領収年月日

　　　　　　ないか？。補助金の名目をどうするかが問題。

　　　　　　定款を一度決めてしまえばそれに沿って運営

　　　　　　をしていかなければならないので、ある程度

2018/1/29 駐車場料金

　　　　　　であったりする。

髙谷副会長：勉強会の幹事には技師会の会員以外もいるの

　　　　　　で、技師会の分科会とするのは難しいのでは

2018/1/24 舞台費用

　　　　　　であるにも関わらず、技師会がお金を出して

　　　　　　いる大義名分はあるのか？

北村理事　：県によっては技師会後援であったり、分科会

明細内容

2018/1/20

　　　　　　ド作成や講師料に充てていた。各種勉強会も

　　　　　　そのような項目を挙げて使途を明確にするこ

金額

¥23,000

県民公開講座などの公益事業で有意義に使える。また、発 　　　　　　からと言って助成金を支払わないというのは

刊物に関してもページを増やすなど充実したものが発刊可 　　　　　　どのようなものか？

能である。 北村理事　：勉強会側でも何の名目で貰っているのかわか

念事業があり何とか50パーセントは越えたが、65周年記念 　　　　　　にお願いをしていたところから、助成金をお

事業を引くと47パーセントであった。今年度は予算に余裕 　　　　　　支払いしてきた経緯がある。定款は早急に改

があるため、放射線フェスタ、ふれあい・いきいき祭り、 　　　　　　定しなければならないが、定款に記載がない

　　　　　　とにより公益性が出るのではないか？

野儀理事　：勉強会はそもそも技師会とは関係のない事業

・領収書に関して 　　　　　　らないところもある。

　4月の会計監査で領収書が第三者に対してわかりにくい 菊谷理事　：当初、勉強会を立ち上げて4年後ぐらいから

との指摘がありました。今後はイベントごとに領収書明 　　　　　　技師会から補助金が出るようになり、スライ

例年通り行われているため公益比率が下がっている。 　　　　　　ともと各種勉強会は技師会とは別に出来た団

公益事業の部分である程度予算を使わないと、公益として 　　　　　　体であり、学術大会などで協力をお願いする

50パーセントを担保することができない。昨年は65周年記 　　　　　　ときに、個人にお願いをするのではなく団体

　　　　　　ても答えられない。今まで支払ってきたから

・各事業予算 　　　　　　という理由で支払っていいのか、判断がつか

　会員増にともない会費など収入が増えているが、事業は 髙嶋監事　：定款に記載がないのはご指摘の通りだが、も

なし 水野会長　：それでいいと思います。

2)財務関連事項（山田卓実財務担当理事） 山田理事　：金額としては12万円程度です。この金額が計

・中間報告（別表１参照） 　　　　　　上される訳ですが、監査の時に理由を聞かれ

その他 　　　　　　いけないのではないか？定款改定は2年後。

なし 山田理事　：定款記載がない間は理事会で承認を得てから

【質疑】 　　　　　　支払うのか？

　　奈良県消化管撮影技術研究会第30回特別講演会(6/30)     山田理事　：公2です。

　　　正会員25名　非会員46名　他 1名 松岡副会長：定款を変えるまではこのままで支払わないと

7月 1日　

　　奈良CT conference　6月定例会(6/28)        【質疑】

      正会員78名　非会員28名　他 1名 松岡副会長：公益社団法人になってからはどのような名

　　　正会員 4名　非会員15名　他 0名 　　ため。

6月22日 　　各勉強会への助成金を前年度の実績に対して毎年7月

　　第47回奈良CR勉強会(6/6)                   　　前後で支払っているが、今年はまだ支払っていない。

　　　正会員14名　非会員 6名　他 2名 　　理由としては、勉強会への助成金は、社団法人時より

7月 2日　 　　　　　　目で支払ってきたのか？

理事会議事録
6月19日

　　平成30年度組織事業南地区懇話会(6/15) 　　7月1日に請求しています。

　　　正会員24名　非会員 3名　他 0名 ・各勉強会への助成金について

6月22日 　　慣例的に支払われているが、定款に記載がない（個人

　　診療放射線技師のためのﾌﾚｼｬｰｽﾞｾﾐﾅｰ(6/17) 　　に対する助成金はあるが、団体に対するものはない）
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　　　　　るまでのマニュアルを作ったので、それを

　　　　　　ら助成金を出すとその非会員の方まで助成す

　　　　　　に、慎重に動かなければならないとは思う。

　　　　　　助成金を出すという事は、会員のために出し 　　　　　す。文書などは私が用意して会長から郵送し

　　　　　　ていると捉えられ、非会員の方が勉強会に参 　　　　　てもらうという手続きを行なって来たが、次

　　　　　　加しにくくなるという事態が起こらないよう 　　　　　から困らないように後援を申請す。

水野会長　：こういう形でお金を出しますが、それを受け 　　　　　いうのは皆さんにお伝えしていますが。

　　　　　　取るかどうかは勉強会側で判断してもらって 北村理事：後援を取ります、取りました、という報告は

　　　　　　はどうか。野儀理事が言ったように勉強会に 　　　　　いつもこの場で私の方からさせて貰っていま

　　　　　　考えなければならないのではないか？ 　　　　　皆さんに見て貰った方がいいのか、それとも

北村理事　：勉強会側としては技師会のために勉強会を行 　　　　　会長一任でいいのか。

　　　　　　っているわけではない。 水野会長：今までは会長一任です。後援を取りに行くと 

　　　　　るので、今回は北村理事に申請など行なって

　　　　　　る事になる。会員を増やす事も技師会の目的 　　　　　頂いたが、マニュアルなどは全て貰っている。

　　　　　　としてあるというところで、例えば各種勉強 　　　　　来年からは組織委員会で行なっていくことに

　　　　　　会で参加費を会員と非会員で区別するなども 　　　　　なるが、その際、申請の前に一度回覧をして

　　　　　　ます。 　　　　　いうものか一度皆さんに見てもらった方がい

野儀理事　：各種勉強会の参加者の中には会員以外の方も 　　　　　いのではないでしょうか。

　　　　　　おられるという事ですが、勉強会へ技師会か 髙谷理事：放射線フェスタは組織委員会で引き継いでい

　　　　　　どのような名目だと助成しやすいか山田理事 　　　　　は必要か。それとも学術委員会で持っておい

　　　　　　と私とで考えて、次の理事会でいくつか案を 　　　　　ていいのか。

　　　　　　出してもらい理事承認を得るということにし 髙嶋監事：会長名で後援を取っているのであれば、どう

　　　　　　会の協力を得た団体には助成を支出するとい

　　　　　　う形ではどうか。 【質疑】

水野会長　：色々な意見が出ていますが、この件に関して 北村理事：後援申請のための手順書を作成したが、共有

　　　　　　る。定款ではなく規程を見直さなければなら 　報告事項・奈良県、橿原市　　後援承認　　　

　　　　　　ないが、今すぐは無理なので今年度どうする 　　　　　　広報誌8月号掲載予定　→後援申請手順書　

　　　　　　か例えば学術大会や様々な講演会などで勉強 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成済み

　　　　　　出しますという形ではどうか。 　　　※積極的な提案がない限り講演会等の予定はなし

髙嶋監事　：もともとは学術研究助成制度規程を拡大解釈 　　開場側合同イベント：ココロとカラダの健康フェア

　　　　　　して、個人ではなく団体に助成金を出してい 　　　　　　　　　　　　　8月15日（水）～21日（火）

　　　　　　い場合、会計監査の時に説明がつかない。第 　事業内容：①骨塩定量測定　②展示パネル

　　　　　　三者から別の認識でとられても仕方がない。 　　　　　　③被ばく相談　

菊谷理事　：日放技のポイントが付く勉強会には補助金を 　　　　　　④広報（ティッシュ、チラシ配布）

　　　　　　ると言う事ではないのか。 １．放射線フェスタについて

山田理事　：法的なことではなく、お金を支払うことに対 　開催日時：平成30年8月19日（日）　10:00～15:00　

　　　　　　して名目がない、理事会でも承認を得ていな 　場　　所：近鉄百貨店橿原店

　　　　　　るので、技師会とは関りがある。そういうと 　　　　　　引き続きよろしくお願いします。

　　　　　　ころで何か良い名目を付けたらいいのではな

　　　　　　いか。法的な会計処理をするときに名目がい 3)学術関連事項（北村未央学術委員長）

　　　　　　ではあるが応援はしようということになり助 　　　　　　ればいいのでは。

　　　　　　成金を出した。 水野会長　：会議の時間的な事もありますのでこの件は

髙谷副会長：イベント・カウント申請等も行って頂いてい 　　　　　　検討事項とします。

　　　　　　った勉強会・研究会とどう関わっていくかと 　　　　　　と思います。

　　　　　　いうところで、技師会とは切り離し、別団体 髙谷副会長：みんなが納得できる名目を今年度中に考え

　　　　　　ウント申請をすれば5000円支払われていたの 　　　　　　望を出した事はない。そこのところは任せ

　　　　　　で、技師会から助成金をもらうことに違和感 　　　　　　である。

　　　　　　がない勉強会もあるのでは？ 松岡副会長：反対に勉強会側から後援依頼が来るなどの

理事会議事録
　　　　　　事会で承認を取って助成をするという形にし 髙谷副会長：要は名目だけですよね。

　　　　　　ておけばいいのではないか。 髙嶋監事　：講師料などという名目でもいいと思います。

松岡副会長：これには日放技も関わっていて、もともとカ 上野山監事：今まで技師会から各種勉強会にあれこれ要

水野会長　：経緯としては、技師会が会員の中で立ち上が 　　　　　　関係性もあるので、そこは難しいところだ
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　　　　　　　天理よろづ相談所病院

　　　　　　　　放射線部診断部門部長

　　　　　　　　　野間　惠之（ノマ　サトシ）先生

　　　　　　　　　　　　　 実行委員拡大会議

　　 ランクアップすると同時に、クランクアップを安藤

　Ｒ　Ｉ：寺口昌和　　先生（仮）

　管理士：小林勝宏　　理事

　近畿大学医学部奈良病院　今井俊輔　先生

「医療被ばく低減施設認定取得までの道のり」

　日放技　医療被ばく安全管理委員会　委員長

　ベルランド総合病院　　鈴木賢昭　先生

「医療被ばく低減施設認定の取得の意義」

「医療被ばくを考える～管理・低減・最適化～（仮）」

     催日を変更してもよいか？安藤さんの予定を聞きな

　　 がら、 以前から学術委員会で考案中の新企画を、ク

　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　→委員会内で考案中だが進捗無し。

　　 開催予定日が8月25日と2月22日となっているが、開

　　平成29年度第6回定例理事会にて提出（3/20付）

　1) 放射線フェスタの開催時期と担当委員会について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　→引き継ぎ済み14：50～16：50

（120分） 　座　長：錦　成郎　　先生

（30分）

　Ｃ　Ｔ：柴田善行　　先生

　ＩＶＲ：東 慎之介　 先生

16：50～16：55

　1部／2部（60分×2）　最大6演題ずつ

　①キヤノンメディカルシステムズ株式会社

「医療被ばくにおける装置メーカーの取り組み」

　②EIZO株式会社

　閉会の辞

 9：45～ 9：50

 9：50～12：00

12：10～13：00

　開会の辞

　会員研究発表

　ランチョンセミナー

　シンポジウム

（60分）

４．事業改革案について

　業務改善提案書　

　基調講演

　特別講演

13：10～13：40

進捗状況　　特になし

今後の予定　・8月　依頼概要送付

13：40～14：40

「被ばく線量管理システム構築の注意点」

　　　　　　　奈良県歯科衛生会　副会長

　　　　　　　　米田　衣代（ヨネダ　キヌヨ）先生

プログラム（仮）             医師の立場から（診断・治療）

          ・8月31日から　　演題募集 　講　　師：放射線技師の立場から（一般撮影・ＣＴ）

          ・9月　　　　　　抄録編集会議 　　　　　　　　　　　　　→ＣＴカンファレンス内諾

          ・10月　 　　　　大会約2週間前までに 　　　　　　歯科衛生士の立場から（口腔ケア）      

今後の予定・7月中　依頼

          ・8月中　　　　　実行委員決定（10名） 　テ ー マ：『　肺炎の診断と予防

          ・8月 1日から　  大会ポスター広報開始 　　　　　　　　　　　　～健康なくらしのために～　』

           ・特別講演講師 水野会長よりコンタクト済み　 ３．県民公開講座について

　　　　　　　　　　　　　　　　　→内諾済み 　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　 HP掲載済み ・会員のための事業費使途について

           ・情報交換会会場仮押さえ 　これについてはもう少し検討します。

           ・7月3日　　シンポジウム検討会議

進捗状況   ・6月～　演題募集・実行委員募集アナウンス　　　　　　　　　かこちらから出せたらと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　写真コンテスト募集 　　　　　　また皆様ご検討よろしくお願いします。

　　　　　 ・7月1日～　 演題募集開始（～8月末まで）

　　場　　所：奈良県社会福祉総合センター　 北村理事　：それではJART依頼で進めます。ただ、講演の

　　テ ー マ：『　医療被ばくを考える　 　　　　　　後シンポジウムまで残っていただくことにつ

　　　　　　　　　　　～すべては患者のために～　』 　　　　　　いてご快諾頂いているので、それについて何

　　　　　　師費等々はJART持ちになる。

２．奈良県放射線技師会学術大会2018について 松岡副会長：日放技の医療被ばく安全管理委員会委員長と

　　開催日時：平成30年10月29日（日）　9:00～17:00　 　　　　　　いう肩書があったほうがいいのではないか。

　　　　　　　→現地担当者と髙谷組織委員長へ引き継ぎ 　　　　　　かの問い合わせがあった。

　　　　　　・その他準備は組織員会に引き継ぎ済み 　　　　　　JART依頼だとJART事業の一環になるので、講

今後の予定  ・7月中　打ち合わせ（北村） 【質疑】

　　　　　　　→本日打ち合わせ済み JART依頼か個人依頼か

理事会議事録
　　　　　　共有するべきかどうか。必要なのは放射線フ 予算案　　次回第3回定例理事会（9月）提出予定

　　　　　　ェスタと県民公開講座だけですが。今回は一

　　　　　　応申請手順書を作りましたという報告です。 審議事項　・鈴木賢昭先生の依頼の形式と謝礼金について 

　　　　　　・学術委員から当日参加（北村） 北村理事　：鈴木氏よりJART依頼にするか個人依頼にする
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　　　　　　のことを請け負っているのでなかなか難しい。 　　　　　　て開催はしないというのであれば動かないし、

　　　　　　もう少し会員の要望などを聞いてあげるので

　4) 検診業務における県（自治体）との

　　　　　　のですが、内容からすると教育でもいいので 日浦理事　：全体でどれぐらい要望があるかわからない。

　　　　　　はないか。 北村理事　：もっとリサーチして考えようというのであれ

水野会長　：教育はどちらかというと中央主体で、日放技 　　　　　　ば、それは誰が動くのか。ここで技師会とし

　　　　　　のところに、認定技師制度に基づく専門技術 　　　　　　出ていたのですが、その後進捗がないと言う

　　　　　　習得に向けた講習会等の推進と書いてあるの 　　　　　　事で、この先奈良県放射線技師会として事業

　　　　　　で、学術委員会がいいのではないかとも思う 　　　　　　を進めていくかの決を採りたいと思います。

　　　　　　えられる。となると引き受けないほうがいい 水野会長　：今いろいろと北村理事から検診マンモグラフ

　　　　　　のでは。 　　　　　　ィ撮影認定技師講習会について今の状況を話

山田理事　：今年度の事業計画を見ていると、公益事業２ 　　　　　　していただきました。前回の理事会でも話は

　　　　　　すると学術委員会か組織委員会だと思います。 　　　　　　しいと判断したので当面は開催しない。

　　　　　　ただ、主導権が精中機構にあるので、いろい 北村理事　：会員にはそのようにお答えしていいですか。

　　　　　　ろと難しい点が見えてくるのではないかと考 髙谷副会長：理事会で決を採ればいいのではないですか。

　　　　　　さないといけない。参加費については開催者 　　　　　　上がるようであれば開催を考えてはどうか。

　　　　　　が自由に決めていい、といった感じ。 北村理事　：一度お断りすると言う事ですか。

水野会長　：北村理事の話からすると技師会の中で動くと 髙谷副会長：理事会の結果、具体的に展開していくのは難

　　　　　　50セット75万円を開催者が用意する）、教材 　　　　　　など少し様子を見て、今無理をして開催しな

　　　　　　（精中機構のもの5万4千円）などいろいろと 　　　　　　くてもよいのではないか。

　　　　　　細かく決められており、すべて精中機構を通 松岡副会長：今年度は様子を見て、それでも会員から声が

　　　　　　ころ、　マニュアルが送られてきた。読んで 　　　　　　断してもよいのでは。今年開催しなければい

　　　　　　みると会場の選定、プログラム、講師の手配、 　　　　　　けないと言う訳でないのであれば、もう少し

　　　　　　機材（例えばタブレットワークステーション 　　　　　　近畿や全国の動向、技師会や関連団体の動向

　　　　　　勉強会レベルで開催しているところもある。 　　　　　　し様子を見てみるのか、もう少し調べてみる

北村理事　：とりあえず何から手を付けたらいいのかわか 　　　　　　なら所管をはっきり決めて欲しい。

　　　　　　らなかったので、精中機構に問い合わせたと 髙谷副会長：実際的でないなら技師会では開催しないと判

松岡副会長：これは精中機構の事業を奈放技で請け負って 髙谷副会長：難しいのであればやらないでいいのではな

　　　　　　開催するということか。 　　　　　　いか。

北村理事　：技師会レベルで開催しているところもあれば、 北村理事　：ここでやらないと決めてしまうのか、もう少

　　　　　　やっているから私が取り扱うのか。 　　　　　　学術でこれ以上事業を抱えるのは厳しいが、

　　　　　　会員から技師会に開催要望が上がっている中 　　　　　　学術でと言うのであれば責任をもって行い

　　　　　　で、技師会のどこが動くのか。 　　　　　　ます。

【質疑】 　　　　　　ではという会員の声に答えたいところもあ

北村理事　：まず、所管はどこなのかを決めて頂きたい。 　　　　　　る。もう少し様子を見て開催する可能性が

　　　　　　学術で取り扱うものなのか、「なでしこ」を 　　　　　　あるのなら、所管をしっかり決めてほしい。

　①検診マンモグラフィ撮影認定技師講習会　→進捗なし 北村理事　：技師会として難しいのであれば仕方がない。

　　　　　　ただ、技師会にお願いしたら何とかなるの

　　　　　　中で、開催するかしないかということにつ

５．その他 　　　　　　いて、お金の問題や事業の規模も含めて、

　1) 会員からの要望について 　　　　　　奈放技の事業をやりながらというのは非常

　　　　　　8月25日・2月22日　予定変更の可否について 髙嶋監事　：参考にいいと思います。今まで話を聞いた

　3) HPの充実化について

北村理事　：確かになかなか受けられないという声はす　　　→HP委員で実行（第1回理事会にて決議）

　　　　　　ごく多い。大阪では技師会は毎年開催して

　　 連携調整について　→進捗なし 　　　　　　いるし、研究会でも開催している。徳島で

　　　　　　（第1回理事会より継続議題） 　　　　　　に難しい印象を受けた。

理事会議事録
　　さんの整形領域撮影勉強会で始めるかどうかというと 松岡副会長：技師会の会員から開催要望が上がっている

　　ころも踏まえて委員会内でまた検討していく。 　　　　　　のであれば参加人数は確保できるのではな

　　　　　　いか。そうなると、予算上の問題はない。

　　　　　　も開催出来ているので要望としては高い。

審議事項　・年間行事予定表（案）で生涯教育セミナー 北村理事　：大放技の予算書が見てみたい。
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　　　　　　合はなかなかわからないという中で、今後個

　　　　　　人的に考えているのは、各府県の担当者とも

　　　　　　すが、その方々に活躍をお願いしますという

　　　　　　の今年度の行事予定にはないが開催しても大 　　　　　　どう動いているか、関西collectionがどう動

　　　　　　丈夫なのか？ 　　　　　　いているかというのは、担当が理事ならば報

水野会長：大丈夫だと思います。 　　　　　　告してくれるが、理事以外が担当している場

北村理事　：他の事業ですぐには出来ない。 　　　　　　各府県の任意の委員か理事の女性の方が担当

水野会長　：組織委員会・学術委員会でもいいと思います。 　　　　　　として、近畿地域理事を通して日放技に伝え

北村理事　：それでは開催はしますと伝えますが、技師会 　　　　　　ていくというものです。結局各府県で女性が

北村理事　：組織委員会の地区懇話会という話も出ていた。 　　　　　　決めて行う女性の活躍推進事業です。ここは

髙谷理事　：まだ次回の予定には入っていませんが、今後 　　　　　　近畿地域なので、近畿地域理事とタイアップ

　　　　　　委員会で決めていく中で可能かと思います。 　　　　　　している。今までも各府県により異なるが、

　　　　　　したが。

水野会長　：これは安藤さんの整形領域撮影勉強会の枠で

髙嶋監事　：これは各府県に女性技師さんが沢山おられま

　　　　　　やってもいいのではと思っています。 　　　　　　事で、日本診療放射線技師会が年間の予算を

　　　　　　師会としてどうして行くのか。個人的には髙

【質疑】 　　　　　　嶋監事が地域理事になられたので、この件は

北村理事　：これは組織委員会でやるという話も出ていま 　　　　　　受けて頂いたらというところですが。

　　　　　　ろうと思います。 　　　　　　る場も無い。近畿の技師会の中にも特に協議

　　　　　　する場は無い。これもどこの所管で行うのか、

　②高井病院陽子線治療センター紹介　→進捗なし 　　　　　　窓口はどこで協議はどこでするのか、今後技

水野会長　：それでは北村理事から皆さんにマニュアルを 　　　　　　ectionとしては存続が難しいのではないかと

　　　　　　送付してもらって、皆さんにはそれを熟読し 　　　　　　いう話も上がっている。JART 事業なのに県

　　　　　　意見をまとめてもらい、次回理事会で決を採 　　　　　　理事も認識がなく、それについて何か協議す

秋山理事　：奈良県の会員が優先的に受講出来るのか。 　　　　　　意見書を提出したりして来ましたが、特にPD

北村理事　：運営は開催者が決める事が出来るので、優先 　　　　　　CAサイクルが改善されたわけではない。他の

　　　　　　的に受講可能です。 　　　　　　県からも候補が見つからないので、関西coll

野儀理事　：それなら50人は確保可能ではないか。 　　　　　　で終了した。今後は引継ぎも後任もありませ

北村理事　：参加者は集まると思います。ただ、段取りな 　　　　　　んと伝えてある。前回の理事会でも議題に出

　　　　　　どが大変ですが。 　　　　　　したが、関西collectionの運営方法について

野儀理事　：奈良県放射線技師会が共催・主催なりで開催 関西collectionについて

　　　　　　するとしたら、他府県からは参加出来るのか。 北村理事　：技師会との関わりがあまりにも曖昧なところ

北村理事　：他府県からも参加可能です。 　　　　　　が多いのですが、奈良県の代表が５月３１日

　　　　　　だき、次回の理事会で決めたいと思います。 　　　　 　　　　　・講師料等内規について

北村理事　：私の方でももう少し奈良県での要望を調査し                        学術大会2018への適用可否

　　　　　　ます。

　　　　　　ルを読んでいただき、判断していただいても 　　　審議事項     ・関西collectionについて

　　　　　　構わないと思います。 　　　　　　　　　　　今後の奈放技での報告の場、

水野会長　：それではみなさんにマニュアルを読んでいた 　　　　　　　　　　　技師会事業としての認識は如何に

　　　　　　いと思う。

北村理事　：今日の私の話で皆さんが決めかねるというの 　3) 関西collectionについて

　　　　　　であれば、一度皆さんに精中機構のマニュア 　　　奈良県代表任期（5月31日付）終了　→後任なし

水野会長　：難しいとは思いますが、どうするかを決めな 　　　　　　前回の熊代氏のように理事会で決を取って、

　　　　　　いと動けないというところもあるので決めた 　　　　　　講師料を決定する形で動いている。

北村理事　：開催はしないと決めてしまうか、もう少し様 松岡副会長：定款改正等委員会の会議がまだ行われていな

　　　　　　子を見るかという事ですか。 　　　　　　いので進捗無し。現在は講師料に関して決め

野儀理事　：予算の事なども考えて可能かどうかというと 　　　　　　られない場合、理事会の承認を得て決定する

理事会議事録
　　　　　　あれば、だれが聞くのか。 　2) 学術委員会から定款改正委員会へ改訂願いについて

菊谷理事　：今は奈良県の技師会として出来るか出来ない 　①講師料等内規の件　

　　　　　　かの判断をしている。 　②学術研究助成制度の件

　　　　　　ころだと思います。 　　　　　　というのがまだ規程の中で生きているので、
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　　　　　日放技に何が伝わっているのかもわからない状

　　　　　態で、それについて何処かで協議される訳でも

　　　　　ない。JARTとしてやるのであれば奈良県だけが

　　　　　何かをすれば良いという訳でもない。近畿の中

　　　　　では髙嶋監事が言ったように各府県の会長を交

　　　　　えて統制を取っていこうという動きには出来る

　　　　　と思う。関西collectionについては以前から言

　　　　　っている問題なので、所管も含め技師会として

　　　　　しっかりと調整して貰いたい。

水野会長：おそらく9月の会長副会長会議でこの事が議題

　　　　　に上がると思う。そこで私から今後について近

　　　　　畿の技師会でどう統制を取って動くのか聞いて

　　　　　来て、また報告します。

実習器材費 2,500 8,416 マスク・エプロン・色鉛筆他

20,700

20,000

700

0

　　事業対策費

　　講師謝金

　　スタッフ交通費

収　　支

支　出 会場使用料 8,120 8,120

技師会活動について

本年度予算 決算

水野　吉将 30分

講師3名、スタッフ2名、会長

収支計

設備使用料 6,050

　　・関西広域連合関連

　　　参加報告

池口　俊孝 30分

池口　俊孝

入単位が大きくて、6000円ほど高くなりました。竹中理

事に購入して頂いたのですが、在庫もありますので次年

度のフレッシャーズセミナーに利用出来ます。

　　　予算収支案

　実習機材費について、予算で計上していたよりも少し

高いのですが、これについてはマスクとかエプロンの購

収　　入

支　　出

　　　　　　　　　　　　　　　　→変更があるかも

　　　広　報：本会ホームページ、infoメールを活用

　　　　　　　して募集を図る。

講師スタッフ昼食代 5,000 5,083

　　　開催日：平成30年9月15日（土）15時から17時

　　　会　場：奈良県立医科大学附属病院予定

　　　講　師：髙谷英明副会長、船戸泰希、旭合力　

収　入 0 0

　　・危機管理委員会関連

収支報告 　　　漏洩線量測定講習会について

　　　開催予定

4,300 プロジェクタ・マイク他

2.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

高谷　英明 120分

【質疑】

　なし

30分

小林　勝宏

ｴﾁｹｯﾄ・ﾏﾅｰ講座

医療コミュニケーション

医療安全講座

医療安全講座

気管支解剖・胸部撮影講座

50分

竹中　智士 50分

　　会　　場：社会福祉総合センター会議室 　　に２週に渡った日曜日の開催や、近畿での合同開催な

　　受講者数：19名　（会員4名、非会員15名） 　　ど、今度の９月の会長副会長会議で提案しようと思い

　　ます。

(1)日本診療放射線技師会関連 　　今回で第7回目となりますが参加者も26名とかなり減

　1 平成30年度　フレッシャーズセミナー 　　ってきていますので、これからもっと減ってくると思

　　日　　時：平成30年6月17日（日）9:50〜17:00 　　います。休みが取れないような小規模施設の方のため

　　に合っていなかったのですが、フレッシャーズセミナ

4)教育関連事項（池口俊孝　教育委員長） 　　ーのように各施設宛に広報が出来ますので、また菊谷

1.教育委員 　　理事にお願いする事になると思います。

　　２６名でしたが、次回は参加者が減る可能性がありま

　　す。ただ、今年度からJARTから各施設宛広報郵送費が

　　認められたので、今回は引き継いだばかりで準備が間

(3)その他として

　　業務拡大に伴う統一講習会ですが、次回は12月に開催

　　予定をしております。今回の参加者は新入会員も含め

(2)奈良県放射線技師会関連

　　報告なし。

　　受講者数　：２６名（２８名応募）

　　　・支出は全てJARTからの支払い

　　　　　ートよろしくお願いします。 　　講　　　師：髙谷 英明、松岡 孝明、角田 和至

北村理事：誰かにお願いするにしても、目的もわからず、 　　開催責任者：水野 吉将

　　スタッフ　：池口 俊孝、野儀 明宏

理事会議事録
　　　　　連携するが、日放技の事業ですので、各府県の 　2 平成30年度　第1回　業務拡大に伴う統一講習会

　　　　　会長ともタイアップしながら進めていきたいと 　　日　　　時：平成30年7月15日（日）、16日（月）

　　　　　考えている。私もサポートするので会長もサポ 　　会　　　場：奈良医大「厳橿会館」
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理事会議事録
　　　近畿地域診療放射線技師会　管理士部会主催 　　　　　　というのは如何なものかと思う。

　　　福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察 水野会長　：私もそのように思っておりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行った。 菊谷理事　：今回は2回分の議事録を掲載しているので、

【質疑】 (2)ホームページ（秋山敬純ＨＰ委員長）

　なし ・ホームページを操作するためのソフト「ホームページ

　ビルダー」を購入。前任者よりデータ等の引継ぎ済み。

　　　開催日：平成30年6月29日（木） 　　　　　　ページ数が多くなった。

　　　参加者：4名 水野会長　：次回からもう少しバランスを考えて下さい。

　話ししましたが、理事会で行われていることをもう少し ・6月29日　入会のご案内の更新を行った。

　取り上げたいというところで、ページが増えています。 ・7月 2日　鹿苑ニュース、理事会議事録（平成29年度第

　ただ、今後はもう少し幅や字数について工夫をしようと 　5回まで）アップ。

5)広報関連事項（菊谷勇仁広報委員長） ・メールアドレス管理、フェイスブックの引継ぎ済み。

　鹿苑ニュース264号について ・6月25日　勉強会案内、求人情報、学術大会2018案内を

　　今回からページ数が増えています。前回理事会でもお 　アップ。

　　内容　巻頭言　奥田理事 　ていません。

　　学術大会案内　　　　　　　各種イベント参加記 ・7月13日　放射線機器管理研修会案内をアップ。

　　各種イベント開催報告書　　福利厚生事業案内

　思います。 　平成29年度の第5回までアップ済みであったが、第6回と

　鹿苑ニュース265号発行について 　平成30年度の第1回と総会の議事録が共有フォルダにア

　・9月初旬発行予定　原稿の締め切りは8月20日締め切り 　ップされていなかったので、ホームページにはまだ載せ

髙嶋監事　：巻頭言とは表紙であり、個人の思いで書く 　　　　　　ウンスをお願いしたい。

　　　　　　ものではない。書いていいもの載せてはい

　　　　　　けないもの、社会的背景や流れなど、よく 【質疑】

　　教育関係　　　　　　　　　第2回定例理事会会議録 水野会長　：今回@rokuenメールが7月7日ぐらいから使え

　　　　　　なくなったという経緯があったが、更新な

【質疑】 　　　　　　ど事前にわかっている場合は前もってアナ

　　　　　　でもあるのでいいのではないかと思う。 　１）春の福利厚生事業について

上野山監事：巻頭言を書くというのは非常に勉強になる 　【実施・収支報告書】

　　　　　　ので、皆さん書いたほうがいいと思う。 　【ボウリング大会】＊会費制

　　　　　　吟味して載せて頂きたい。 なし

水野会長　：各都道府県を見てみると、色々な方が書い

　　　　　　ているところが多い。色々な発信をする場 6)福利厚生関連事項（奥田孝直福利厚生委員長）

小西理事　：議事録はありますが、今まで載せてなかっ 　・参加者数　ボウリング大会42名

　　　　　　たと思うのですが。 　　　　　　　（会員:29名、会員家族:6名、非会員:7名）

水野会長　：臨時理事会はいつも載せていたと思うので、

菊谷理事　：元渕前理事より引き継いだのですが、第1回 　・日　時；平成30年6月10日（日）15：00～

　　　　　　理事会（臨時理事会）の議事録をニュース 　・場　所；オプトボウルタカダ　　　　

　　　　　　に載せますので頂きたい。 　　　　　　大和高田市東雲町14-14  TEL 0745-25-0210

　　　　　　いという思いで掲載して頂いたという事

　　　　　　ですが、書面が冊子の半分以上を占める

　・地区対抗

　　　　　　とか、そういうところは省かなければなら

　　　　　　ないとは思う。

髙嶋監事　：もう1点、理事会の議事録は読んで頂きた

・女性個人

　　　　　　るので、そのあたりは吟味しなければなら

　　　　　　ない。例えば他団体の人のメールアドレス

　　　　　　が載っているとか、電話番号が載っている

・男性個人

　　　　　　次回掲載して頂く。

髙嶋監事　：議事録というのは、何も削除する必要はな

　　　　　　い。ただ、個人情報が載っている場合があ

２位　北村未央（済生会中和）          101.5pt

３位　山岸沙綾（県総合医療センター）   94.0pt

優勝　西地区　　135.7pt

２位　北地区　　130.0pt

３位　東地区　　103.7pt

４位　南地区　　 93.0pt

優勝　上田　拓（県総合医療センター）  170.0pt

２位　堀之内諒（奈良友紘会病院）      169.5pt

３位　矢羽田耕樹（県総合医療センター）167.5pt

優勝　森下莉来（西和医療センター）    117.5pt
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　・日　時；平成30年10月７日（日） 　・発行は平成31年度の予定。

理事会議事録
　・会計報告 　奈良県予算（案）

　　・場　所；ごきげんえびす　大和八木店 　　個人負担とする。

　　・参加者：19名（会員：19名） ③30回記念誌を発行したい。

82,082

商品代等

61,400

82,082

収　　　入

20,682

会　　　費

施設利用費

　　載せる。

　２）秋の福利厚生事業について　 　・発行部数は200部（各府県約30部）40ページ程度。

　「ハイキング・バーベキュー大会」 　・印刷費用は訳3万円。各府県5,000円の負担。

　　・会　費：4,500円（参考掲載） 　・これまでに出場された選手の随筆、過去の写真などを

　（前回理事会にて提案済）

　　【懇親会】＊参加者受益者負担 ②出場経験のある元会員の参加も許可して頂きたい。

　　・日　時；平成30年6月10日（日）18：00～20：00 　・元会員の交通費、弁当代等については、参加者の

　　集し、大会の今後について話し合いたい。

　３）近畿地域診療放射線技師会囲碁大会について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奈良県） ●審議と承認について

　・会　場；天理観光農園 ④今後の囲碁大会の方針について検討したい。

　・会　費；会員・会員家族￥3,000、非会員￥3,500 　・30回記念大会時、各府県の厚生委員と選手代表とを招

　　※詳細は別紙参照 【質疑】

なし

　・開催日：平成31年1月20日（日） 　①～④について審議をお願いします。

　・会　場：かんぽの宿 奈良　 　③④については当会の承認のほか、各府県の承認が必要

　　〒630-8002 　奈良県奈良市二条町3-9-1 　なため、9月の会長会議でご発議頂きます。

　支　出

　担当副会長　髙谷英明

　委　　員：　菊谷勇仁　竹中智士　野儀明宏　秋山敬純　

 各府県出費　負担金13,000円＋弁当代（1,500円）×人数 　開催日時：平成30年6月20日（水曜）19時～

　開催場所：大和郡山病院　3階会議室

 近畿地域放射線技師会囲碁大会　収支内訳（案） 　委員長　：　髙谷道和

¥78,000

３０回記念大会（奈良県）

　かんぽの宿　奈良

　図書カード

　お菓子、飲料等

　印刷物など

　1　 新役員紹介

　収　入　13,000×6

　会場：120㎡　　　食事場所：レストラン

¥78,000

　弁当　￥1,500

　2 　年度行事

　　　　・地区懇話会　年3回　開催履歴別紙

　　　　・放射線フェスタ　　 　　8月19日（日）　

　　　　・ふれあいいきいき祭り　10月21日（日）

　　　　・レントゲン週間　　　　11月 3日（土・祝）

2. 開催報告

　1　 第1回技師会ポスター作成委員会

   施設利用費補助等20,682円を厚生事業費より支出 ●提案事項

   ・参加記；岡本俊成（県総合医療センター） ①次回を30回記念大会としたい。

　　　補助等

合　　　計

　項　　目

　各府県負担金

　弁当代

　予備費

　合　計

¥30,000

¥18,000

¥15,000

¥15,000

27,482

支　　　出

施設利用費

合計

54,600

　　　　　　　池口俊孝（医療安全）水野会長

　外部委員：　山口長志郎　辻村恭平

●会費について（案）

 会　場　費  30,000円（9～17時までの8時間） 7)組織関連事項（髙谷道和組織委員長）

 その他経費　48,000円 1. 平成30年度第2回　組織委員会

　　　　　　　　　　　　　電話：0742-33-2351

金　額

¥13,000

¥22,500

¥4,500

¥40,000

備　考

15名分
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　　　■会場備品費内訳

パネル（2100×900）　　　　 　　　　　　                                   

パネル（1500×900）　　　　　　　　　　                                      

丸椅子                    

設営.撤去費用 

計

　　　■謝金内訳

被ばく相談員　※交通費込み 0

計

　　　■交通費

　　　■昼食費内訳（組織＋理事）

計

　　　■印刷費内訳

ポスター

ポケットティッシュ

がん検診パンフレット

技師のしごと紹介パンフレット

計

　　　■雑費内訳

養生テープ等                                   

計

収入

支出

　内訳

　■骨密度装置レンタル料（セイコーメディカル）

レンタル料　                                   

税　

計

雑費 5,000 1,836 2,000

計 110,000 69,321 154,000

会議費 ― ― ―

印刷費 20,000 8,532 50,000

6,154 7,000

　　　　　　　　　がん検診の必要性及び啓蒙をおこなう。

科　目 前年度予算 前年度決済 本年度予算

参加費 ―

　　　　　　　　　診の方法を紹介し乳がん検診の受診率

　　　　　　　　　の向上を目指す。

　　　　　　　　・各種がん検診の紹介・説明をおこない

48,000

3,841

51,840

　　　事前準備：平成30年10月20日（土）14：00頃～

　　　開催場所：橿原万葉ホール

　　　開催内容：・マンモグラフィ疑似体験及び自己視触

　　　平成30年度「ふれあい・いきいき祭り

　　　　　　　　　　～橿原市健康と社会福祉の祭典～」

　　　開催日時：平成30年10月21日（日）10：00～15：00

半被クリーニング代 10,000

　　　　　　しない。

　2　 平成30年度ふれあい・いきいき祭り

昼食費（組織＋理事 15,000 9,339 15,000

　　　　　　髙谷（道）委員長が調整をとる。

　　　　　　今回は理事全員に参加を依頼する。

　　　　　・技師の仕事、がん検診の啓蒙の冊子は袋詰め

会場備品費 20,000 17,280 18,000

講師謝金（交通費込み） 5,000 0 0

交通費（組織＋理事） 10,000 6,180 10,000

　　　　　・被ばく相談員は、奈良医大吉峰技師長に依頼

　　　　　　しているが返答待ち。→今回は参加しない。

　　　　　・小林理事に依頼する件および謝金については、

事業対策費 110,000 110,000 150,000

　　予算案

　その他：・チラシは前年度を踏襲して作成する。

　　　　　　後援は北村学術委員長手配済― ―

計 110,000 110,000 150,000

骨密度装置レンタル料 25,000 20,000 52,000

　　　　　　　がん検診受診啓発のパネル展示と

　　　　　　　放射線画像・検査説明

　　　　　　　放射線被ばく検査に関する相談

2,000

2,000

　　開催日時：平成30年8月19日（日）

　　開催場所：近鉄百貨店橿原店1F　メビウスホール

　　開催内容：骨密度測定

3. 議案

　1 　放射線フェスタ

A4チラシ 500枚 2,000

500個 7,000

200枚 12,000

200枚 29,000

50,000

　　3 　　部：20：15～20：55　ディスカッション　　

　　参 加 者：会員25名　非会員2名　合計27名

15,000

　　2 　　部：19：20～20：10

　　　　　　　「副作用発生時の対応と投薬」

　　　　　　　　GEヘルスケアジャパン　入江弘幸様　　　  1,000 ×15名 15,000

　　1 　　部：18：30～19：15　　ヘリポート見学　

0

　2　 南地区懇話会

　　開催日時：6月15日（金）18：30～21時 0

　　水野会長を奈放技紹介のコメントおよび顔写真に掲　

　　載する方向で了承を得る。

　　次回8月1日（水曜）第2回　

200 ×15 3,000

5,000

17,280

理事会議事録
　　開催日時：5月25日（金）19：00～21：00　

　　　　　　　JCHO大和郡山病院　講義室　参加者：9名

　　進捗状況は、メールやSNSで情報交換している。

 1,000 × 6 6,000

 1,000 × 2

　　開催場所：南奈良総合医療センター

　　内　　容：副作用対策（副作用発生時の対応と投薬）

2,000

 ＋税（1,230）
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　っています。 （公社）滋賀県放射線技師会学術大会

平成30年 5月27日（日）

金額項目 備考

　マンモグラフィ実機貸出費用

　乳がん・がん検診啓発パンフレット

　ポケットティッシュ

　の定年を迎えられた方の会費規程の件についても、本 7.経過事項

　部から臨機応変に対応して頂けるとの承諾も得ました 第5回（通期65回）通常総会 奈良県社会福祉総合センター

　ので、そこのところも詰めて話し合っていきたいと思 平成30年 5月26日（土）

　　今回みなさまに頂きました案をもとに、7月か8月ぐ           つきましては、9月の会長副会長会議で、一度

　らいに話し合いの場を持ちたいと考えております。 　　　　　お聞きしてからになります。

　それと前回の東京の総会で、水野会長から総会の中で

                          審議事項等についての承認。

5．常置委員会

1)定款改正等委員会（松岡孝明副会長） 水野会長：先ほど奥田理事よりありました囲碁大会の件に

               ふれあい・いきいき祭り予算案について

4．特別委員会 保留【　】反対【　】賛成【15】

　創立70周年に向けて組織検討中。 　（6）第2回定例理事会における開催報告および

　　7月18日（水）平成30年度第1回奈良県医療安全推進 　（4）漏洩線量測定講習会予算案について

　　センター講演会、奈良県総合医療センターにて開催。 保留【　】反対【　】賛成【15】

　　講演会には水野、池口が参加する予定。 　（5）平成30年度放射線フェスタ、

なし 保留【　】反対【　】賛成【15】

　（3）第2回DR連合フォーラム開催への後援依頼について 

8)医療安全担当（池口俊孝担当理事）　 保留【　】反対【　】賛成【15】

　　　　　　　JCHO大和郡山病院　3階会議室1 保留【　】反対【　】賛成【15】

　（2）学術からの「年間行事予定表」で、生涯教育

【質疑】 　　　                 セミナー開催日の変更について

　　　　　　　　　　　　施設見学も行う予定とする。        水による被害が発生した場合、危機担当理事は組

       織委員会を通じて状況を把握し、まとまり次第会

　4　　次回　第3回組織委員会　平成30年8月15日（水）        長へ報告することについて

　　開催内容：MRIセーフティチェック（インプラント編）

　　　　　　　基調講演　奈良県総合医療センター 6.審議事項

　　　　　　　　　　　　土井本会員（45分）。 　（1）今後、近畿6府県及び県内で震度5弱以上、大雨洪

　　開催場所：第一候補：奈良県総合医療センター　     場所：奈良県立医科大学附属病院　技局

　　　　　　　第二候補：西奈良中央病院

　　　　　　　第三候補：市立奈良病院 4)その他

　3 　北地区懇話会     2018年8月  1日〜8月 2日天理よろづ相談所病院

　　開催日時：平成30年10月12日（金曜）19：00～21：00 　　研修報告会（開催予定）

　　座　　長：秋山理事     日時：平成30年8月 3日（金）17時30分〜

　　　その他：骨密度検査については今後検討する。 　　2018年7月  3日〜7月27日奈良県立医科大学附属病院

　　　　　　　今年度は実施しない。 　　2018年7月 30日　　　　 国保中央病院

    2018年7月 31日　　　　 高井病院

　　葉秀宸 Yeh Hsiu-Chen

　　黃士庭 Huang Shih-Ting

　　　平成29年度　105,298円 　　研修機関および研修施設

　支出合計

　　期間：平成30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

　当日交通費

　昼食・お茶費

　雑費

5,000

14,000

5,000

¥110,000

理事9名・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ4名・会員1名

3)海外交流委員会（池口俊孝委員長）

　事業報告

　　海外留学生受入　インストラクター謝礼（交通費含む）

22,000

8,000

20,000

理事会議事録
予算案　： 2)表彰委員会

　　8月1日（水）奈良県立医科大学附属病院　

　　　　　　　　　　　病院経営対策室にて開催予定。36,000 東芝メディカル

乳がん×200部　肺がん×200部

500個

5,000×4（交通費込み）
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 平成30年 8月19日（日） 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）

第3回組織委員会　JCHO大和郡山病院　3階会議室 平成31年 1月15日（火）

平成30年 8月15日（水） 近畿地域放射線技師会囲碁大会（奈良県）  

公益事業「放射線フェスタ」　    　橿原近鉄百貨店  平成31年 1月20日（日）

病院経営対策室   平成30年 8月 1日（水） 業務拡大に伴う統一講習会（大阪府・兵庫県）

第3回学術委員会　奈良県立医科大学附属病院　 平成30年12月 8日（土）9日（日）

病院経営対策室   平成30年 8月 8日（水） 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 

基礎技術講習会「超音波検査」（兵庫県） 平成30年11月25日（日）

平成30年 7月22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

第1回表彰委員会　奈良県立医科大学附属病院　 平成30年12月 8日（土）9日（日）

８．今後の予定 （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年度第1回奈良県医療安全推進センター講演会  平成30年11月24日（土）25日（日）

奈良県総合医療センター    平成30年 7月18日（水） （公社）兵庫県放射線技師会学術大会   

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11月 4日（日）

平成30年 7月17日（火） 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）

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（滋賀県）

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11月 3日（土・祝）4日（日）

平成30年 7月15日（日）16日（月・祝） （公社）大阪府診療放射線技師会創立70周年記念式典

業務拡大に伴う統一講習会（大阪府） 平成30年11月3日（土・祝）

平成30年 7月15日（日）16日（月・祝） 公益事業　レントゲン週間イベント  イオン西大和店 

業務拡大に伴う統一講習会（和歌山県） 平成30年11月3日（土・祝）

平成30年 7月 3日（火） （公社）奈良県放射線技師会学術大会2018　

業務拡大に伴う統一講習会（京都府） 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 7月 7日（土）8日（日） （公社）大阪府診療放射線技師会学術大会

平成30年 6月30日（土）～ 8月 5日（日） 平成30年10月21日（日）

学術大会2018におけるシンポジウム検討会議（臨時） 京都府放射線技師会創立70周年記念式典

            奈良県立医科大学附属病院　A棟4階会議室 平成30年10月27日（土）

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県） 近畿地域診療放射線技師会野球大会（兵庫県）

平成30年 6月30日（土） 7月 1日（日） 平成30年10月14日（日）

海外研修生受け入れ事業　奈良県立医科大学附属病院　他 公益事業　ふれあい・いきいき祭り  橿原万葉ホール

平成30年 6月20日（水） 平成30年10月10日（水）

（一社）奈良県病院協会設立30周年記念式典 業務拡大に伴う統一講習会（兵庫県）

記念講演会　奈良ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ  平成30年 6月30日（土） 平成30年10月13日（土）14日（日）

フレッシャーズセミナー  奈良県社会福祉総合センター 業務拡大に伴う統一講習会（京都府）

平成30年 6月17日（日） 平成30年10月 7日（土）～8日（日）

第2回組織委員会         JCHO大和郡山病院 会議室 がん検診推進50％大会（奈良市）

平成30年 6月10日（日） （山口県下関市）   平成30年 9月22日（木）

南地区懇話会　          南奈良総合医療センター 秋の福利厚生事業（ハイキング・BBQ)

平成30年 6月15日（金） 平成30年10月 7日（日）

奈良県健康づくりｾﾝﾀｰ会議室　平成30年 6月 7日（木） （山口県下関市） 平成30年 9月21日（金）～23日（日）

春の厚生事業（ボウリング大会） オプトボウル （公社）日本診療放射線技師会全国会長会議   

平成30年 6月 2日（土）3日（日）  　             中央放射線部  平成30年 9月15日（土）

第2回学術委員会　奈良県立医科大学附属病院 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

病院経営対策室   平成30年 6月 6日（水） 平成30年 9月18日（火）

理事会議事録
（公社）日本診療放射線技師会第79回定期総会 近畿地域診療放射線技師会会長会議 （公社）

　　　　　　　　　　　日経ホール　　　平成30年 6月 2日（土） 大阪府診療放射線技師会事務所  平成30年 9月 8日（土）

業務拡大に伴う統一講習会（滋賀県） 漏洩線量測定講習会   奈良県立医科大学附属病院

一般財団法人奈良県健康づくり財団第11回通常理事会 第34回（公社）日本診療放射線技師会学術大会
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鹿苑ニュース 平成30年（2018年）9月10日

（公社）京都府放射線技師会学術大会

理事会議事録
新年情報交換会

平成31年 1月27日（日）

平成31年 2月 3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）

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）

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）

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

平成31年 4月 5日（金）

9．次回理事会について

　　平成30年9月18日（火）19時00分～

　　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。

以上

平成30年 7月17日(火)

議　長　　　会長（代表理事）　　水野　吉将　　　印

議事録署名人　　　　　　　　　　髙嶋　敏光　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　上野山文男　　　印

公益社団法人奈良県放射線技師会

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　　　　　

お詫びと訂正

　　過日に発行しました鹿苑ニュース264号におきまして、2018年年間行事予定表（７ページ）に

　おいて、10月予定JSRTの情報が誤って掲載されていました。

　よって、2018年度の情報を下記のとおり訂正いたしますとともに、関連団体にご迷惑おかけした

　ことに、心よりお詫び申し上げます。

【誤】　19～21日　JSRT（広島）　→　【正】　4～6日　JSRT（仙台）
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鹿苑ニュース 平成30年（2018年）9月10日

予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算 予算額  支出額 予算

執行率 執行率 執行率

200,000 150,000 0

100,000 150,000 11,500 8% 0

10,000 10,000 300,000 28,454 9%

50,000 20,000 0

250,000 50,000 1,200,000 525,571 44%

150,000 0 0

200,000 200,000 50,000 25% 0

5,000 5,000 5,000 1,404 28%

50,000 10,000 0

0 0 0

0 0 0

100,000 50,000 4,548 9% 0

予算額 支出額 予算 予算額 支出額 予算 予算額  支出額 予算

執行率 執行率 執行率

0 0 0

0 0 0

0 10,000 0

0 5,000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5,000 0

0 10,000 0

0 0 300,000

0 300,000 0

50,000 50,000 0

予算

予算額 支出額 執行率

100,000 58,411 58%

200,000 8,520 4%

200,000 26,279 13%

50,000 7,734 15%

80,000

5,000 324 7%

519,627 54,720 11%

通信運搬費

消耗品費

印刷製本費

支払手数料

雑費

科目 法人会計

管理費 

総会費 

旅費交通費

経常費用

事業費

会員に対する福利厚生事業

雑費

会場費

旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

印刷製本費

賃借料

諸謝金

支払手数料

会議費

福利厚生費

研究助成費

その他事業会計

科目
他1 他2 他3

日放技及び近畿地域放射線技 研究会・勉強会への助成事業

師会との連携による学術大会 及び海外研修生の受入れ事業

研究助成費

雑費

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

賃借料

諸謝金

支払手数料

会議費

福利厚生費

ホームページにおける職業倫理の高揚を支援

図書刊行物の発行及び

別表1

経常費用

事業費

会場費

印刷製本費

旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

平成30年 7月 1日 現在 会計中間報告

研究調査及び指導、
科目
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鹿苑ニュース 平成30年（2018年）9月10日

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。

平成30年10月21日（日）日　程 ：

　・「橿原市ふれあい・いきいき祭り」

10：00～15：00

場　所 ： かしはら万葉ホール

催し物 ： マンモグラフィ疑似体験

各種がん検診のご案内

ご来場をお待ちしています

放射線治療のご紹介

県民の皆様へ

イベントのご案内
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