発行日

2021年

10月

第132号

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
テーマが決まりました

2022年度 関東甲信越 診療放射線技師学術大会
～2022年度 関東甲信越 診療放射線技師学術大会開催について～
一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 会長 後閑 隆之
会員の皆様におかれましては、日頃より会の業務・運営
に御理解、御協力いただきありがとうございます。新型コ
ロナウィルス感染拡大も収まらない状況が続き、すでに1
年半以上が経過し生活様式も様変わりしていることと存じ
ます。
このような中、関東甲信越診療放射線技師学術大会の開
催も2019年度を最後に開催されることなく、昨年の群馬
大会も準備志半ばにて残念ながら開催を断念いたしました。
ワクチン接種も進み、少しずつ前に進む気配が見えてきて
いる昨今の情勢で、この学術大会も2022年度から再開す
ることが決定し、群馬県からのRestartとなりました。
日程は2022年6月25日(土)・26日(日)、会場はGメッセ
群馬（高崎市）です。大会テーマは
「Rerise 新たな一歩をここから～グンとマなぼう～」
とさせていだだきました。コロナ禍後のある意味新しく始
まる時代、我々診療放射線技師の業務も新たな役割が増え
ることなどを含め、この群馬から一歩を踏み出そうという
思いを込めました。
通常の学術大会と同じような規模での開催は難しいかも
しれませんが、できるだけ皆様に会場にお越しいただける
様式で開催することを目指し準備を進めています。会員の
皆様には、是非とも参加登録及び演題登録を含め御協力を
お願いする次第です。また、当日実行委員としてお手伝い
いただける方も、今後お願いしたいと思いますので、何卒
御理解頂けますよう宜しくお願い致します。
皆さん、群馬から新しい時代に向け新たな波を送りま
しょう。

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

第２回

2022年 6月25日(土) 26日（日）

Gメッセ群馬
【主催】
一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
公益社団法人
公益社団法人

公益社団法人 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
神奈川県放射線技師会
茨城県診療放射線技師会

一般社団法人
公益社団法人
一般社団法人
一般社団法人
公益社団法人

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

一般社団法人 群馬県診療放射線技師会会長

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）

放射線部門責任者会議が開催されました

日時：2021年07月27日（火） 18：30～20：30
開催形式：Microsoft Teams によるweb開催
当番世話人：群馬大学医学部附属病院放射線部 技師長 須藤 高行 様
議題
１）タスクシフト・シェアに伴う告示研修について
２）2022年度関東甲信越地域診療放射線技師学術大会について
３）業務拡大によるタスクシフト・医療法改正による対応について（国立大学病院の対応について）
４）県内の放射線部門責任者のメーリングリスト作成について
次回の放射線部門責任者会議の当番世話人は、桐生厚生総合病院 技師長 磯 昌宏 様にお願い致しました。

企画推進部

新事業が開催されます

このたび、群馬県臨床検査技師会と当会の合同勉強会を開催することになりました。
企画推進部になり、初めての事業になります。今回は、「乳腺画像を極める」に主題を置きまして、
マンモグラフィと乳腺超音波画像について、ご講演いただきます。

第１回 群馬県 臨床検査技師 診療放射線技師 合同勉強会

乳腺画像を極める vol.1
~ 画像を読むための第一歩 ～

日

時

2021年11月04日（木）

会

場

群馬県立県民健康科学大学

内

容

『 マンモグラフィと乳腺超音波画像

講

師

診療放射線技師 吉田 人美 先生
臨床検査技師 有馬 ひとみ 先生

参加費：群馬県診療放射線技師会員
：非会員 1,000円

18：30～21：00
大講義室
～読影の基礎と症例検討～ 』

無料

お問い合わせ
主催 群馬県診療放射線技師会 企画推進部長 高柳 美希
主催 群馬県臨床検査技師会 渉外部長 関根 美智子

群馬県診療放射線技師会

告示研修（基礎研修）のお知らせ
2021年10月01日、診療放射線技師法の改正が施行されました。
それに伴い、2021年07月31日より、告示研修（基礎研修）が
開始されています。会員の皆様は、無料となっていますので、日
本診療放射線技師会websiteより、ログインして手続きして下さ
い。期間は、2021年07月31日～2026年04月30日となっていま
す。e-learning 700分 になりますので、時間に余裕を持って受
講をお願い致します。
今後、案内のある告示研修（実技研修）には、基礎研修修了者
のみが受講資格となりますので、ご注意下さい。

群馬県臨床検査技師会

2021年度
第１回

群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会

10月12日（火） 19：00～21：00（開催済み）
（１）演題名：『 乳がん検診の現状とマンモグラフィの最新情報 』
講 師：ぐんまマンモグラフィ向上委員会 新井 敏子 氏
（２）演題名：『 マンモグラフィ ポジショニングの基本 』
講 師：ぐんまマンモグラフィ向上委員会 長島 純子 氏

第２回

11月09日（火） 19：00～21：00
演題名：『 肺癌と悪性中皮腫の診療～最近のトレンドと課題 』
講 師： 群馬県立県民健康科学大学 教授 瀬川 篤記 先生

第３回

12月07日（火） 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 文孝 先生

第1回、第2回は、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：50名（先着順，講習会当日の警戒度により変更の場合もあります）
※ 感染状況により、オンライン開催（事前登録制）の場合もあります。
※ オンライン開催に移行する場合は、改めてご連絡いたします。

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）

1,000円

主 催：一般社団法人 群馬県診療放射線技師会
後 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
「 受講に際してのお願い 」
 講習会へ参加前に体温を計測してください。
 37.5度以上の発熱症状が見られた場合や、発熱がみられなくても風邪症状（咳、痰、咽頭痛、呼
吸苦など）が見られた場合は、参加を見合わせてください。
 受講時はマスクの着用、ソーシャルディスタンシング（他の受講者と2m距離を離れる）等の確
保を心がけてください。講習中は、会場の窓を開ける予定です。服装についても準備をお願いい
たします。また、当日は受付にて、検温および健康状態申告書の提出等の協力をお願いいたしま
す。
 群馬県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の警戒度により、受講制限を行う場合もご
ざいます。
 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、急遽中止となる場合も
ございます。
 中止等の情報は群馬県診療放射線技師会ホームページに掲載いたしますので、ご
来場前に必ず最新情報の確認をお願いいたします。

2022年06月25日～26日

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

群馬県診療放射線技師会
Produce by

Hoku-Lele

おひつじ座
・花
・橙色
・カフェ
夜道に注意。

おうし座
・PACS
・黒色
・温泉
募金すると運気UP。

ふたご座
・傘
・黄色
・植物園
油断は禁物。

かに座
・缶
・赤色
・とんかつ屋
怒るとマイナスかも。

しし座
・雑誌
・黄緑色
・美容室
迷ったらやめよう。

おとめ座
・洋書
・ターコイズブルー
・滝
机を片付けよう。

てんびん座
・お守り
・茶色
・撮影室
当たりを引くかも。

さそり座
・スマホ
・桃色
・スーパー
買い物はよく見て。

いて座
・DVD
・藍色
・本屋
買い物で運気UP。

やぎ座
・靴
・白色
・雑貨屋
風邪に注意。

みずがめ座
うお座
・手袋
・クリップ
・ラベンダー色
・グレー
・テント
・カレー屋
散財しそう。
友達とケンカしそう。

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、2022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）

