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《年頭のごあいさつ》
公益社団法人茨城県診療放射線技師会

会長 川又

誠

平成 31 年の新年を迎え、謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
平素は本会の事業の推進に、ご理解とご協力を頂き深く感謝申し上げます。本年も昨年同様のご
指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
初春を迎え、会員の皆様方におかれましてはどのような夢と目標を抱かれたでしょうか。昨年
の 5 月に本会をお預かりし新執行部での活動も 7 ヶ月が経ちました。この間、11 月には多くの来
賓の方々をお迎えし、会員の皆様のご協力のもと創立 70 周年記念式典を大成功裏に挙行するこ
とができました。改めまして御礼申し上げます。今後は次の 10 年に向けて邁進していけるよう
会員の皆様方と共に歩んでいきたいと思っております。
さて、第 186 回通常国会で診療放射線技師法の一部が改正され、新たな業務拡大に伴い全ての
診療放射線技師の方々に日本診療放射線技師会より委託を受けて主催している統一講習会を受
講していただけるよう鋭意努力しているところであります。業務拡大における統一講習会の内容
は、現在行っていない、今後行う事がない業務だから必要ないと考えている方もおられるかと思
われますが、統一講習会はそういう事ではありません。診療放射線技師法が改正されて診療放射
線技師の業務として法律に明記されたことを担保するため行う必要があるものです。厚生労働省
から正式に委託を受けた講習会であります。各県で講習会が開催できるのが 2019 年度をもって
終了することが決定しております（本会といたしましては昨年度と同様に 3 回の開催を計画して
おります）。それ以降は、日本診療放射線技師会のみでの主催に替わります。厚生労働省からは、
診療放射線技師が新たな業務を行うに当たっては、法令により研修の受講が義務付けられている
わけではないが、その養成課程において新たな業務に係る教育を受けていない診療放射線技師に
ついては、医療安全の観点から、新たな業務を行うに先立って、日本診療放射線技師会が実施す
る研修を受ける必要があるとされ、修了者には医政局長並びに日本診療放射線技師会会長名連名
の下、修了書を発行し修了番号を管理しております。まだ受講していない方は、早めの受講をお
勧めいたします。2020 年の新卒者からは新しい教育を受けた診療放射線技師が医療界に入ってき
ます。古い診療放射線技師として取り残されないようにしていただきたいと思います。診療放射
線技師は、まだまだ進歩の過程にあります。次期の診療放射線技師法の改正（読影認定に関する
もの）では、統一講習会修了者が対象に行う内容になっていくと思われます。真のチーム医療を
推進するために、患者安全第一優先として、医療安全の視点から生涯教育に取り組んでいただけ
ればと思います。そして本会は医療者と協働し、質の高い医療技術を提供する診療放射線技師を
支援すると共に社会的責任を果たしていきたいと思います。皆様方のご理解とご支援をよろしく
お願い申し上げます。
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2018年11月（第 4 回）理事会議事録
開催日時：2018 年 11 月 21 日（水）18：00～
場所：茨城県診療放射線技師会事務所
出席：川又 誠,鈴木 達也,宮本 勝美,小原 孝夫,
村木 一夫,野澤 哲也（財務）,阿部 八千代,
石森 佳幸,奥村 英一郎,川村 拓,鈴木 昭義,
瀬谷 善恭,園部 純一,沼尻 俊夫,芳賀 良太,
水木 一弘,山田 公治,館野 誠,長谷川 光昭
議長：川又 誠（会長
書記：宮本 勝美（副会長）
【報告】
【１】会長報告
川又会長
平成 30 年度日放技理事会報告
被ばく低減認定施設に関する規定の制定。
義援金の規程を作成し、被災者へ配布する。
茨城県放射線技師会より 2 万円支出した。
ISRRT 開発プロジェクトへの参加、関係各
大学へ参加を要請した。ネットワーク契約
の契約満了へ伴い入札を実施する。住友生
命コマーシャルで放射線技師の表記が間違
っていたため訂正を依頼した。30 年度の統
一講習会への参加者が 1096 名となってい
る。現代学生は 31 年度卒業生までは統一講
習会の受講が必要となる。統一講習会未受
講者へは、対象業務につかせることのない
ようにと日放技理事
【２】県の公益社団法人立ち入り検査 8/29
【３】老人ホーム慰問報告 9/17
【４】視覚障害者に関する講習会 8/29
放射線科体験・意見交換会 10/20
水戸赤十字病院
【５】茨城県がん検診推進強化月間パネル展+
放射線展+ピンクリボン運動 イーアスつくば
9/30 水木理事
【６】統一講習会 水戸赤十字病院 7/15-16
土浦協同病院 10/13-14
石森理事
【７】放射線展+ピンクリボン運動
ファッションクルーズ 10/21 阿部理事
【８】茨城県診療放射線技師会創立 70 周年記
念式典・祝典 テラスザガーデン水戸 11/3
100 人弱の参加であった。会計報告 11/16
に茨城新聞に掲載された。
【９】読影の補助に関する夜間基礎講習会
講習会 8/23 村木常務理事

【１０】役員執行状況報告 上半期
【１１】その他
日放技による勤続 30 周年、50 周年表彰者の推
薦報告がなされた。
【議事】
【１】平成 31 年度事業計画・予算案
野澤理事
【承認】
【２】各部門よりの提案事項
〈承認〉
【３】統一講習会 古河赤十字病院
2/10-11
石森理事
〈承認〉
【４】第 37 回県学術大会、市民公開講座につ
いて
山田理事
〈承認〉
【５】平成 31 年度定時総会会場・日程
〈承認〉
【６】入退会者について
小原常務理事〈承認〉
【７】規程について
講師謝礼規定
村木常務理事
会員への謝礼を発生させるか。〈承認〉
会費へ時間の要素を入れるか。〈承認〉
その他詳細は次回へ。
〈承認〉
【８】その他
80周年記念式典への資金調達について。
31年度予算から毎年の積み立てを実施。
〈承認〉
新年会 1/11 に実施する
〈承認〉
次回理事会 1 月 11 日（金）18：00

《研究会等開催報告》
茨城県がん検診強化月間パネル展＋
放射線展＋ピンクリボン運動 報告
開催日時：2018.9.30(日)9：00～16：00
開催場所：イーアスつくば 2F センターコート
会員 10 名 非会員 6 名 学生 8 名
イベント動員数 175 名
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視覚障害者対象の放射線科体験・
意見交換会 報告

放射線展+ピンクリボン運動
開催報告
開催日時：2018.10.21(日)8：30～17：00
開催場所：ファッションクルーズ 1F
参加者：一般 185 名 技師会員 14 名

開催日時：2018.10.20（土）13：40～15：40
開催場所：水戸赤十字病院
参加者：会員 16 名, 非会員（一般）19 名

読影の補助夜間基礎講習会（３）報告
第135回

RI研究会報告

日時：2018.11.6(火)19 時～20 時 30 分
場所：筑波メディカルセンター病院
参加者：80 名「診療放射線技師 45 名（会員：
34 名，非会員 11 名），理学療法士 18 名，作業
療法士 17 名」

開催日時：2018.10.20（土）15：00～17：00
開催場所：茨城県県南生涯学習センター
参加者:会員 24 名,非会員 19 名(学生 4 名含)

第 7 回 MIYAGI RT LAB 報告

第16回茨城放射線腫瘍研究会 報告

開催日時:2018.10.20(土)
開催場所:キャノンメディカル那須工場（放射
線治療研修センター・21 号棟研修センター）
参加者:会員 2 名，非会員 26 名，計 28 人

開催日時：2018.11.10(土)
開催場所：水戸三の丸ホテル（水戸市）
参加者：106 名（会員 29 名，医師 24 名，看護
師 23 名，物理士 7 名，その他 23 名）
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平成30年度

撮影技術研究会と被ばく低減委員会の
合同講演会のご案内

放射線管理士部会事業報告

開催日時:2018.11.18（日）
開催場所：茨城県立医療大学 実習棟 2 放射線
管理学実験室
参加者：21 名（会員：18 名、非会員：3 名）

日時：2019 年 1 月 26 日（土）15 時～17 時
場所：結城病院
内容：テーマ
「救急における一般撮影と被ばく低減」
～各施設のテクニカル紹介～
教育講演「EPD について」
茨城県立医療大学

佐藤

斉教授

問合せ：筑波メディカルセンター病院
若林

亮（TEL：029-851-3511）

メディカルスタッフのための多職種連携
プログラム
日時：2019.2.3(日)13:00～17:00
場所：つくば国際会議場中ホール 200
特別講演
「専門職の立場から多職種連携を展望する」

平成30年度 消化管撮影研究会 講演会

開催場所:筑波メディカルセンター

消化器と循環器 画像カンファレンス
開催案内

参加者:会員 35 名、非会員 24 名

日時：2019.2.8(金)18:50～20:50

開催日時:2018.12.4

19:00～20:30

場所：三の丸ホテル

戸市三の丸 2 丁目 1-1

内容:「血栓症の画像診断と抗凝固療法」他

第37回茨城県診療放射線技師学術大会
日時：2019.3.3（日）9 時～16 時 30 分(予定)
場所：茨城県立医療大学講義棟 1 階大講義室
問い合わせ先:川村 拓
E-mail：csi23719@yahoo.co.jp

≪ 会 員 動 向 ≫
2018.12.21現在

≪お知らせ≫
第12回放射線治療技術研究会開催案内
日時：2019.1.26(土)13:30～17:30
会場：茨城県立中央病院 本館 2 階
問合せ先：日立総合病院

大会議室

放射線技術科

鈴木 清剛 TEL0294-23-1111

内線 2745

E-mail kiyotaka.suzuki.xe@hitachi.com

会員数

嶋田

彩音

山王台病院

鈴木

悠生

水戸協同病院

沼尻

祥吾

総合守谷第一病院

増渕

正輝

筑波大学附属病院

島田

愛弓

水戸中央病院

野上

彰久

瀧病院

佐藤

大樹

山中医院
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707人

