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一般社団法人 群馬県診療放射線技師会

群放技 会報

2022年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会 群馬大会
2022年度関東甲信越診療放射線技師学術大会（群馬県担当）を2022年6月25日（土）、26日
（日）の2日間、「Gメッセ群馬」（群馬県高崎市）において開催することになりました。
関東甲信越診療放射線技師学術大会は、日本診療放射線技師会、群馬県診療放射線技師会、山梨
県診療放射線技師会、栃木県診療放射線技師会、神奈川県診療放射線技師会、茨城県診療放射線技
師会、千葉県診療放射線技師会、埼玉県診療放射線技師会、長野県診療放射線技師会、新潟県診療
放射線技師会、東京都診療放射線技師会が組織する学術大会であり、診療放射線技師の技術の向上、
放射線被ばく管理、地域医療維持発展に寄与することを目的として開催しております。
この学術大会は、新型コロナウィルス感染の影響により2020年度から開催を見合わせていまし
たが、各都県の技師会との調整により、2022年度より再開することとなりました。再開にあたり
開催地は2020年度予定であった群馬県からの担当となり、気持ちを新たに準備を進めていく所存
です。会員への啓蒙を図ると共に、活動の活性化、診療放射線技師の結束のために県内全域の施設
にご協力を頂きたいと存じます。
つきましては、群馬県開催の趣旨をご賛同頂きまして、是非ともお力添えを頂きたくお願い申し
上げる次第でございます。何卒宜しくお願い致します。
主催
開催担当
大会長
実行委員長
副実行委員長
会期
開催場所

公益社団法人 日本診療放射線技師会
一般社団法人 群馬県診療放射線技師会
後閑 隆之（一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 会長）
嶋田 博孝（一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 副会長）
五十嵐 博（一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 副会長）
2022年6月25日（土）・26日（日）
Gメッセ群馬（群馬県高崎市岩押町12-24）

2021-2022年度

新執行部紹介

総会終了後に一般社団法人群馬県診療放射線技師会定款第22条に基づき、役員の選出が行われ
以下のように決定しました。
会 長 ： 後閑 隆之（みさと診療所）
副会長 ： 嶋田 博孝（群馬大学医学部附属病院）
五十嵐 博（群馬県立県民健康科学大学大学院）

後閑

嶋田

五十嵐

財務部長：村上 隆
群馬中央総合病院

総務部長：川島 康弘
前橋赤十字病院

学術研修部長：青木 里佳
石井会渋川伊香保分院

放射線管理部長：安藤 大輔
前橋赤十字病院

総務部員：櫻井 昇幸
群馬県健康福祉部感染症・がん
疾病対策課

総務部員：森田 秀樹
群馬県済生会前橋病院

学術研修部員：山口 透
群馬県健康づくり財団

教育部長：米持 圭太
群馬県立県民健康科学大学

教育部員：飯塚 知也
桐生厚生総合病院

教育部員：干川 重光
太田記念病院

編集部長：岩宗 裕人
館林記念病院

教育部員：鈴木 智也
公立館林厚生病院

表彰委員長：中山 正人
細谷たかさきクリニック

渉外広報部員
ホームページ担当：丸山 星
群馬パース大学

企画推進部長：高柳 美希
栗原レントゲン株式会社

財務部員：神場 紀仁
日高病院

組織部長：目﨑 聡
吾妻脳神経外科循環器科

福利厚生部長：川上 裕
群馬県立精神医療センター

渉外広報部長：内村 清香
原町赤十字病院

群馬県診療放射線技師会 慶弔費申請
慶弔規程
第１条 この規程は、会員の慶弔について必要な事項を定めるものとする。
２ この規程は申告があった者に対して適応する。
第２条 会員が結婚した場合は、祝電を打つ。
第３条 会員が死亡した場合は、弔慰金３万円及び生花又は花輪を贈り、弔電を打つ。
２ 会員の直系の父母及び配偶者及び子ならびに同居の義父母が死亡したときは弔電を打つ。
第４条 会長が特に必要と認めた場合は、前条の規程にかかわらず処理することができる。この場合に
おいて会長は、後日理事会に報告し、事務処理をしなければならない。
第５条 この規程は、理事会の決議によって改正することができる。
病気見舞規程
第１条 この規程は、会員の病気見舞について必要な事項を定めるものとする。
２ この規程は申告があった者に対して適応する。
第２条 会員が病気及び怪我で入院加療を要し、14日を越えた場合は５千円を見舞金として贈る。
第３条 この規程は、理事会の決議によって改正することができる。
（群馬県診療放射線技師会 内部規定より抜粋）
電報の場合、哀悼の意・祝いの意が中心ですが電報が披露され
ることにより群馬県放射線技師会自体の知名度を上げることにも
つながります。
本人からはなかなか申請しづらいものですからぜひ同じ職場や、
近隣の病院の方、技師学校の同級生等が連絡して下さい。
右のQRコードより、技師会慶弔費申請のページにアクセスで
きます。ページ下部のフォームより申請して下さい。

群馬県診療放射線技師会 入会金免除特典
会員登録に関する規程
第２条
２ 正会員の入会金は3千円とする。但し技師籍登録年度内の者及び転入会員は入会金納入義務を
免除する。
今年度、技師籍登録された方が周りにおられましたら、入会金免除の規程があります。ぜひご入会く
ださいますようお声掛けお願いいたします。
✂ 切り取り線
※ 上の線で切り取り、掲示用にお使い下さい。裏面も案内に使用できます。

第81回

定期総会

第81回 定時総会
2020年度 事業報告・決算報告 / 2021年度 事業計画・予算報告
2021-2022年度 理事・監事 改選
開催日程：2021年5月28日（金） 19：00～20：00
開催場所：群馬県立県民健康科学大学 西棟 多目的ホール
出席者 28名 委任状 296名 合計 324名（会員数 2021 年5月7日現在 594名）
（総会成立条件 会員の過半数 297名以上）・・・総会成立
総会において
・2020年度 事業報告・決算報告
・2021年度 事業計画・予算
すべての議案について可決・承認された。

群馬県診療放射線技師会

大会テーマ「？」 応募締切

公募します

July.31

2022年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会

大会テーマ募集

2022年度関東甲信越診療放射線技師学術大会を群馬県の担当で開催することになりましたので、大会
テーマを公募致します。下記の要項にて奮ってご応募ください。
記
「募集要項」
募集期間
応募資格
文字制限
投稿方法

2021年7月末日必着
群馬県診療放射線技師会会員様
文字数や英文、和文等の制限はありません。
群馬県診療放射線技師会ホームページにて
トップページの最下段、群馬県診療放射線技師会ホームページのご利用についてから
“お名前”、“所属名”、“メールアドレス”、“会員番号”をご記入の上、“メッセージ等”
の欄にエントリーされる大会テーマをご記入ください。（上記 QRコードからも可）
採用方法 実行委員会にて多数決にて決定致します。なお、採用者にはクオカード3000円分を
送呈致します。発送をもって代えさせて頂きます。

2022年06月25日～26日

ラジエーション占い
おひつじ座
おうし座
・帽子
・封筒
・桜色
・紫色
・リビング
・公園
友達とケンカしそう。 寝坊に注意。
てんびん座
・小説
・赤色
・書斎
諦めも肝心。

・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

ふたご座
・腕時計
・緑色
・テニス場
突然の出会いが！？

さそり座
いて座
・カード
・靴ひも
・橙色
・虹色
・温泉
・コンビニ
危機管理に気をつけて。 長めの入浴が吉。

Hoku-Lele

かに座
・ペン
・藍色
・Web学会
昨日を振り返ろう。

しし座
おとめ座
・ハンカチ
・石鹸
・水色
・青色
・高層ビル
・講堂
こまめにメモしよう。 昔の本を読もう。

やぎ座
・タオル
・黒色
・空港
笑顔を保ってみて。

みずがめ座
うお座
・手帳
・電池
・パール色
・黄色
・寿司屋
・駅
探し物が見つかるかも。 身だしなみは整えて。

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10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）

