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群馬県診療放射線技師会の事業再開に向けた
ガイドライン
～ RFLJ2020参加報告～

がん患者さんやそのご家族を支援し、がん征圧を目指すチャリティイベントである「リレー・フォー・ラ
イフ・ジャパンぐんま（以下、RFLJ）」ですが、今年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため残念な
がら中止となりました。しかし、群馬県診療放射線技師会は代替イベントの応援リレー動画とルミナリエ作
成に参加しました。応援動画はRFLJ公式HP等で公開されますのでご覧ください。また、ルミナリエ作成で
は会員とご家族にもご協力いただきました。

応援動画QRコード
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群馬県診療放射線技師会の事業再開に向けたガイドライン
群馬県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の警戒度が２に移行したことに伴い、群馬県診療
放射線技師会では事業再開に向けたガイドラインを作成いたしました。会員の皆様は、内容について十分
理解の上、行動してください。今回は会員（講習会等の受講者）向けおよび開催基準に関する部分を抜粋
したものを示します。
なお、本ガイドラインは、感染状況および国や県等の対応により、適宜修正を行うことといたします。
１．講習会等受講時における留意事項（受講者用）
（１）重点事項
●「三密」（密閉・密集・密接）の防止。特に、身体的距離（ソーシャルディスタンシング）を確保
する。
●複数名で密集した会話をしない。
●手洗い、手指消毒、咳エチケットを徹底する。
（２）日常生活
ア：共通事項
・発熱や風邪症状がある場合は受講しない。
・毎日体温を測り、「行動記録票（様式１）」へ記入し、健康管理する。
・受講する際は、「行動記録票（様式１）」を携行する。
・施設や自治体等が作成した「行動記録票」に準ずる様式への記載をもって代用することもできる。
・マスクの着用や手洗い、手指消毒、咳エチケットを徹底する。
・必要に応じてティッシュペーパーやごみ袋は各自で準備する。
・受講者同士等の身体的距離（１～２ｍ）の確保を徹底する。
・施設内すべての場所において、複数名で密集して会話をしない。
・あらかじめ、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) COVID-19 Contact-Confirming
Application等をインストールし、感染者発生時に備えることが望ましい。
イ：飲食を伴う講習会
・窓は開けておくなど、頻繁な換気に努める。
・指定の場所以外での飲食はせず、座席は対面とならないよう注意する。
・会場等のテーブルの位置や椅子の位置を許可なく変更しない。
・同じ向きで食事をし、近距離での会話は控える。
・エレベーターはできる限り利用しない。
ウ：講習会等を受けるとき
・受付で検温を行う。
・「健康状態申告書（様式２）」を提出し、健康状態を申告するとともに感染者発生時には、保健
所等の調査に協力する。
・講師・主催者との身体的距離（２ｍ以上）、受講者同士の身体的距離（１～２ｍ）の確保を徹底
する。
・定期的な換気（３０分に１回程度）を実施（係員の呼びかけに協力）する。
・講習中はマスクを着用する。
・会場入退出時に手指の消毒を実施する。
２．講習会等実施基準
（１）実施の可否は以下ことを考慮して実務者会にて決定する。
・講師からの要請（基礎疾患等の健康上の不安等があった場合）
・施設からの要請（施設貸し出し制限等）
・群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の警戒度
・三密回避の可能性
・その他、必要な情報
（２）実施の規模
講習会等の開催にあたっては、開催の時期にあわせて、「4段階の警戒度の行動基準」に掲げる
受講人数、収容率の範囲内とする。
◆

詳細は、群馬県診療放射線技師会ホームページより確認して下さい。

「いつものポジショニングが、
慶友整形外科病院
危険なポジショニング？」
特定医療法人 慶友会

岩崎 隆史

シリーズ

日々の業務の中で、より診断しやすい画像を提供しようとポジショニングを行っている事と思いま
す。このポジショニングが一般撮影の肝となっておりますが、患者さんの状態によっては苦慮する所
でもあります。体型やアライメントなどにより、正確な画像を撮影する為にポジショニングを工夫し
ますが、骨折の状態を考慮して行わなければ、その工夫は危険な場合もあります。今回は、膝蓋骨骨
折に焦点を当てて、骨折の状態と危険なポジショニングについて説明していきます。
膝蓋骨骨折は大きく、縦骨折と横骨折に分類されます。同じ膝蓋骨骨折ですが骨折線の入り方に
よって大きく異なります。縦骨折では大腿四頭筋と膝蓋腱の走行に対して平行に骨折線が入りますが、
横骨折では垂直に骨折線が入り、靱帯と腱で膝蓋骨を頭尾に引っ張り合うようになります。（図１）

横骨折

縦骨折

図１：膝蓋骨骨折の分類と解剖

いつものポジショニングを行い膝関節側面像を撮影する時、大方、軽度屈曲位でのポジショニング
を行っていると思います。しかし、膝蓋骨骨折、特に横骨折の場合、屈曲位で行うと大腿四頭筋と膝
蓋腱が引っ張り合う状態となるので骨折箇所が広がる可能性があります。骨折部の離開が少なく、外
固定などで保存治療を行っている患者さんに対して、いつも通りのポジショニングを行うと大変危険
です。手術適応となってしまう事もあります。初回撮影する時には正面撮影から行い、骨折の状態を
確認してから側面撮影を行う事をオススメします。また、経過で撮影する時は、骨癒合が得られてい
ない可能性がありますので屈曲させないように注意してください。下記に保存療法で治癒した例と手
術例を示します。（図2、3）
このように、骨折は骨折箇所に付着している腱や靱帯などによって状態が様々ですので、周囲解剖
を理解する事が重要です。

図２：膝蓋骨横骨折の保存療法で治癒した例
右：受傷時のXP画像(伸展位で撮影)
左：４ヶ月後の治癒時のXP

図３：膝蓋骨横骨折の手術例
右：受傷時のXP画像
左：術後のXP画像
・tension band wiring法を施行。K-wireと軟
鋼線をかける事で、骨折部に圧着力を高める。
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2020年度
第１回

第２回

第３回

第４回

群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会

10月13日（火） 19：00～21：00（開催済み）
（１）演題名：『 乳がん検診の現状と課題 』
講 師：ぐんまマンモグラフィ向上委員会
新井
（２）演題名：『 ディジタルマンモグラフィの精度管理 』
講 師：東京都立大学 健康福祉学部 放射線学科 根岸
11月10日（火） 19：00～21：00
演題名：『 胸部XP読影入門・総集編 』
講 師：社会医療法人 輝城会 城西クリニック 名誉院長 松本
12月10日（木） 19：00～21：00
演題名：『 胃がん検診発見症例の詳説 』
講 師：（公財）群馬県健康づくり財団診療所 院長 茂木
＊第3回のみ、会場は（公財）群馬県健康づくり財団

敏子 氏
徹

氏

満臣 先生

文孝 先生

2021年1月12日（火） 19：00～21：00
（１）演題名：『 義務化された医療被ばく線量の管理と記録 』
講 師：日本放射線公衆安全学会
諸澄 邦彦 氏
（２）演題名：『 医療被ばく低減施設認定のための審査項目対策
～放射線管理部からのアドバイス～ 』
① 被ばく線量推定ソフトを使用した審査項目対策
講師：群馬県診療放射線技師会放射線管理部 部員（調整中）
② 線量推定ソフトPCXMC実践編
講師：群馬県診療放射線技師会放射線管理部 部員（調整中）
③ 漏えい線量測定報告書作成のポイント
講師：群馬県診療放射線技師会放射線管理部 部長 安藤 大輔 氏
第1回、第2回、第4回の会場は、県民健康科学大学 多目的ホール
＊第3回のみ、会場は（公財）群馬県健康づくり財団

定

員：10名または50名（先着順，定員は講習会当日の警戒度による）

受講料（各回）：群馬県診療放射線技師会員 無料
：非会員（JARTのみの会員、他県技師会員含）
主
後

1,000円

催：一般社団法人 群馬県診療放射線技師会
援：群馬県 健康福祉部 保健予防課 群馬県立県民健康科学大学 地域連携センター
◆

詳細は、群馬県診療放射線技師会ホームページより確認して下さい。

ラジエーション占い

・ラッキーアイテム
・ラッキーカラー
・ラッキープレイス

Produce by

Hoku-Lele

おひつじ座
・古本
・赤色
・畑
話し相手になろう。

おうし座
ふたご座
かに座
・テレビ
・花
・絵の具
・グレー色
・オレンジ色
・茶色
・競技場
・果樹園
・芝生
苦手は苦手と言おう。 机の上を片付けよう。 テレビを観よう。

しし座
おとめ座
・便箋
・小説
・藍色
・黒色
・自販機
・船
運気が下がり気味かも。 野菜を多めに取って。

てんびん座
・パソコン
・水色
・体育館
料理をすると吉。

さそり座
・小銭入れ
・青色
・図書館
諦めも肝心。

みずがめ座
・教科書
・紫色
・駅前
突然の出会いが！？

いて座
・財布
・白色
・地下街
散在しそう。

やぎ座
・ペン
・朱色
・スタジオ
早めに寝よう。

うお座

・辞書
・緑色
・MRI室
足元に注意。

募集
会員の皆様からの情報発信を、
下記のメールアドレスにて
お待ちしています。
次号は、2021年01月発行になります。

問い合わせメールアドレス
webstaff@gunmart.jp

群馬県診療放射線技師会 ホームページアドレス
http://www.gunmart.jp/
ホームページ担当
編集責任者
発行責任者
事務局

：
：
：
：

群馬パース大学 丸山 星
館林記念病院 岩宗 裕人
群馬県診療放射線技師会会長 後閑 隆之
〒371-0022
前橋市千代田町1丁目7-4
（群馬メディカルセンター内）
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