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第78回岩手県診療放射線技師会定時会員総会

第78回定時会員総会開催される

第78回岩手県診療放射線技師会定時会員総会は令
和３年５月22日（土）サンセール盛岡（盛岡市志家
町）で開催された。
今年の総会は未だコロナ感染症の終息が見通せな
い中、昨年に引き続き規模を縮小して開催した。
開催にあたり参加者には検温・手指消毒とマスク
着用を要請、出入口の扉の開放や座席は机一つに一
人の着座、来賓の顧問の先生方には出席をご遠慮い
ただくなど、感染予防策を徹底した。また、医療従
事者のコロナワクチンの接種が進んでいる状況か
ら、出席者についてはワクチン接種状況を確認して
開催した。
総会は会員数409名、書面出席303名、総会出席21
名、計324名で過半数以上の出席により総会が成立
していることが宣言され議事に移った。
議長は岩手県立久慈病院・五日市昭弘会員と岩手
県対がん協会・菅原将人会員を選出、次に総会職員
が指名され議事を進行した。

総会職員指名
書　記　　藤原　純一　理事

鎌田　健一　理事

採決係　　久保田憲宏　会員
　　岩手県予防医学協会
上山　悠太　理事
　　岩手医科大学附属病院

＊今回の定時会員総会は規模縮小開催の為、採決
係２名で運用した。

議　事
＜第１号議案　令和２年度事業報告＞
村上会長：第１号議案について報告
【採決　第１号議案】
［反対０票、保留２票、賛成320票］

＜第２号議案　令和２年度決算報告＞
＜第３号議案　公益目的支出計画実施報告＞
＜第４号議案　令和２年度監査報告＞
細川理事：第２号〜３号議案について一括して報告
永峰監事：第４号議案を全て読み上げて報告
【採決　第２号議案】
［反対０票、保留１票、賛成321票］

【第３号議案　報告につき、採決なし】
【採決　第４号議案】
［反対０票、保留２票、賛成320票］

＜第５号議案　令和３年度事業計画＞	
＜第６号議案　令和３年度収支予算報告＞
村上会長：第５号議案を読み上げて提案
細川理事：第６号議案収支予算報告について報告
【第５・６号議案　報告につき、採決なし】

＜第７号議案　定款改正＞
村上会長：第７号議案を読み上げて提案
【採決】［反対０票、保留１票、賛成321票］

〒 028-3603 紫波郡矢巾町西徳田 5-20-70　（一社）岩手県診療放射線技師会
☎ 019（698）2155　FAX 019（698）2156　e-mail  iwateradiolotec ＠ oboe.ocn.ne.jp

ホームページアドレス http://www.iwate-rt.com/
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＜第８号議案　選挙管理委員報告＞
村上会長：第８号議案を読み上げて報告
【第８号議案　報告につき、採決なし】

※　提案の審議事項は全て承認されました。感謝申
し上げます。尚、質疑、討論は紙面の関係上掲載
できません。議事録の公開請求につきましては公
開規程をご確認うえご請求をお願いいたします。

第１回通常理事会開催される
令和３年６月20日（日）午後２時より、Web会議
にて開催した。
第１回通常理事会はこの１年間の活動方針、年間
スケジュール等を決定する重要な会議である。
第78回定時会員総会での会員の発言趣旨等の確認
を行い総括を行った。今年度開催される告示研修の
進捗状況について報告、また新型コロナ感染症の終
息が見通せない中、今年度の事業を行う上での基本
方針を決定した。

告示研修について
告示研修は基礎講習と実技講習の２部構成で行い
ます。基礎講習については日放技主催によるオンデ
マンド講習です。会員については無料で受講出来ま
すので先行して受講していただきたいと思っており
ます。基礎講習の受講後に確認試験を行い県技師会
主催の実技講習を行います。（受講料：会員１万円）
実技講習についての詳細は決定しておりません。開
催時期は岩手県の基礎講習の修了（合格）状況を考
慮して決定いたします。今後ホームページおよび会
報等でお知らせしますので、ご注意お願いします。
告示研修の流れを５ページに掲載しておりますので
ご確認お願いいたします。

コロナ禍における事業基本方針
コロナ禍における今後の事業開催の基本方針につ
いて決定した。
一般市民を対象とした公開講演会はコロナワクチ
ンの接種状況が不透明なことから昨年同様に事前収
録を行い当会ホームページ上で公開することとした。
会員対象の学術大会等は現役会員は、ほぼ100％
ワクチン接種が完了していること、現役を退いてい
る会員の諸先輩方も65歳以上の優先接種でワクチン
接種が完了していると思われることから参会型で開
催する方針を決定した。また、定時会員総会で会員
から要望があった学会発表のオンデマンド配信につ
いて事前収録を行い配信することとした。

令和３年度は新型コロナ感染症の状況を見ながら
の事業展開となりますが、会員皆様と顔を合わせる
ことが出来る機会を増やすということで一致して第
１回通常理事会を終了した。

令和３年度第１回通常理事会

ZOOMシステムの貸し出しについて

当会が所有しておりますZOOMを委員会お
よび各研究会に貸し出します。貸し出しにつき
ましては、通常理事会および業務執行理事会が
第一優先となります。尚、貸し出し期日が重なっ
た場合は申し込み順といたしますが、各委員会
および各研究会で調整をお願いいたします。ア
クセス数の上限は100名までとなっております
のでご注意ください。

記

借 用 者：委員会　研究会
申込方法：メールまたは電話
使用目的：Web会議　Web研究会
※　�使用に当たっては事前に使用方法をご確
認下さい。

県技師会年間会議予定
第２回業務執行理事会� ７月30日（金）
第２回通常理事会� ８月７日（土）
第３回業務執行理事会� 10月１日（金）
第３回通常理事会� 10月９日（土）
第４回業務執行理事会� 11月26日（金）
第４回通常理事会� 12月４日（土）
第５回業務執行理事会� ２月10日（木）
第５回通常理事会� ２月19日（土）
第６回業務執行理事会� ４月８日（金）
第６回通常理事会� ４月16日（土）

注�）会議予定を提示しております。上記の期日
は貸出できません。開催日は都合上１週間前
後する可能性があります。申込の際は必ず事
前に会議日程をご確認下さい。
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第83回　日本診療放射線技師会　定時会員総会
日　時：2021年６月５日（土曜日）
会　場：日本診療放射線技師会

事務局　会議室（Web会議）
議　長：長野　　篤　代議員

大野誠一郎　代議員

定時会員総会は今後Web形式での開催の方針で
す。第83回会員総会の資料は技師会誌６月号に掲載
しています。また、会員総会は７月号以降の会誌に
掲載されますのでご覧ください。
以下第83回定時会員総会での上田会長の挨拶を掲
載いたします。

上田会長挨拶
日本診療放射線技師会会長の上田でございます。
総会にあたりまして一言ご挨拶させていただきま
す。本日は第83回定時総会にご出席いただきまして
誠にありがとうございます。昨年からの新型コロナ
ウイルス感染症への対応におきまして診療放射線技師
が行う画像検査も大きく貢献し国民の命を守ってお
りますことを心から敬服しております。診療放射線技
師の活躍について政府等にも報告しておりますが引
き続き診療放射線技師の活動について認知度が上が
るように今後も活動して参りたいと思っております。
直近では政府から要請がございました新型コロナ
ウイルス感染症のワクチン接種協力について、診療
放射線技師については統一講習会における造影剤副
作用対応についての研修を根拠に接種後の観察の役
割を担うことができるとして昨夜６月４日に厚生労
働省から通知が出されました。その内容は診療放射
線技師についてはCT検査等の際に造影剤によるア
ナフィラキシーショック等への初期対応を行ってい
ることからこうした経験知識を活かすことができる
業務として接種後の状態観察への協力を得ることは
考えられると記載されております。今後どのような
形で依頼されるか、まだ不明なところですが全国各
地での派遣要請が行われる可能性もあります。その
時には統一講習会で習得されました技能を活かして
いただきますようお願い申し上げます。
さて本年５月21日に診療放射線技師法改正を含む
法案が成立致しました。令和３年10月１日の施行に

向けて本会は新たな業務拡大に対応するための告示
研修の準備を進めております。法律改正の内容、省
令改正の内容、現行法令制度で推進する業務など個
別の発信がされており分かりにくい部分もあります
ので全体像については、本会ホームページの特設サ
イトをご覧いただき今後の情報発信にご注意頂きた
いと存じます。この度の業務拡大は医師の働き方改
革におけるタスクシフトシェアの一環であります。
ご存知のとおり診療放射線技師の業務として造影剤
検査のための放射性医薬品投与のために静脈路確保
則ち患者さんに注射をするという行為が含まれてお
ります。診療放射線技師の業務としては初めて人体
に針を刺すという行為を安全に行うなど様々な拡大
業務に対して告示研修の受講が義務となります。７
月下旬に厚生労働省から研修についての告示指定さ
れる予定でございます。
また新たな業務拡大以外にも現行法令制度におい
て特に推進する業務の内容を厚生労働省検討会から
報告されております。その中に血管造影における術
者医師の補助業務も含まれております。これについ
てはカテーテルやガイドワイヤーの保持、必要機材
の準備等、補助を行う内容も含まれており次のよう
に記載されております。血管造影、画像化治療、IVR
における医師の指示のもと画像を得るためカテーテ
ル及びガイドワイヤー等の位置を医師と共同して調
整する操作と記載されておりますがこの記載文面の
解釈については厚生労働省及び関係学会と協議し医
師が行う業務と診療放射線技師が行う業務について
の役割の違いについて共通認識を明らかにいたしま
した。従いまして体内でのカテーテル、ガイドワイ
ヤー操作等は医師の業務となっていることなど十分
認識した上で医師の補助業務を安全に推進していた
だきたいと存じます。
次に事業報告にもございますが本会運営の基本方
針であります綱領については平成９年に制定し20年
以上が経過しております。本会が目指すべき方針を
示している事を再確認いたしました。
また総会資料にもこの綱領を掲載しておりますの

で今一度お読みいただきますようお願いいたします。
今回の事業運営について今後も透明性を意識した
情報発信を強化して参りたいと存じます。その上で
皆様からのご意見も参考に運営していく所存でござ
います。本会の活動についてご理解ご協力を宜しく
お願い致します。

第83回
日本診療放射線技師会定時会員総会
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会会 員員 非非会会員員

受受講講料料 00円円 受受講講料料 1100,,000000円円

JJAARRTTIISSににてて基基礎礎研研修修のの受受講講料料支支払払いい

22002211年年77月月開開始始 基基礎礎講講習習（（オオンンデデママンンドド）） ※※必必要要時時間間数数担担保保

WWEEBB上上ででのの確確認認試試験験

受受講講料料 1100,,000000円円 受受講講料料 2200,,000000円円

22002211年年1100月月開開始始 実実技技講講習習（（対対面面実実習習）） ※※必必要要時時間間数数担担保保

受受講講料料 1100,,000000円円 受受講講料料 3300,,000000円円トトーータタルル受受講講料料

合合格格

JJAARRTTIISSににてて実実技技講講習習のの受受講講料料支支払払いい

※※22001155統統一一講講習習会会受受講講済済みみ→→11週週間間のの先先行行予予約約

不不合合格格

新たな統一講習会（告示研修）について

告知研修について６月30日現在まで周知している情報をお知らせします。
〇　７月下旬に厚生労働省から研修についての告示指定される予定
〇　告示研修の申し込み開始は令和３年７月とする。
〇　基礎研修はオンデマンドで７月31日より開始する。
〇　実技研修は都道府県において順次開始する。
〇　実技研修の講師は医師２名と看護師１名を配置、ファシリテータとして診療放射線技師５〜６名を
配置する。

〇　ファシリテータ養成講座を日放技直轄にて８地域で実施する。実施時期は８月21日〜９月26日とし、
2015統一講習会受講済み、かつ告示研修の基礎研修修了者

県技師会からのお願い
今回の告示研修は診療放射線技師免許を有す全ての技師に受講の義務があります。会員につきまして
基礎研修（オンデマンド）の受講は無料となっております。先ずは基礎研修の受講をお願いいたします。

告示研修の流れ
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第11回東北放射線医療技術学術大会（TCRT2021）
開催案内および演題募集について

（公社）日本診療放射線技師会　令和３年度東北地域学術大会
（公社）日本放射線技術学会　　東北支部第59回学術大会

大　会　長　　新里　昌一
実行委員長　　村上　克彦

初夏の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、第11回東北放射線医療技術学術大会を福島市および仮想空間において開催いたします。「雲外蒼天」�
〜協調、そして融合へ〜　を大会テーマに掲げ、特別講演、シンポジウム、モダリティー別セミナー等の企
画をご用意しました。ご多忙中とは存じますが、多数の演題をご応募いただきますようお願い申し上げます。

記

※　今年度の学術大会抄録集の発行は予定しておりません。大会ホームページにてご確認下さい。

開 催 日：2021年10月30日（土）、31日（日）
開催形態：一部対面参加型（福島市）�

一部オンライン（仮想空間＋ライブ配信＋
オンデマンド方式）のハイブリット開催を
予定（COVID-19の感染状況により未定）

開催会場：Real会場
福島県立医科大学保健科学部
福島駅前キャンパス
住所　福島県福島市栄町９番地１
Virtual会場
・cypos
・oVice上の仮想空間ではシンポジウ
ム、一般研究発表
（詳細は大会ホームページをご覧く
ださい）

参加登録：会員3,000円　非会員6,000円
学生無料（社会人学生は除く）

一般研究発表演題募集要項

演題申込：大会ホームページにて詳細を確認の上、
ホームページ上の【演題登録】よりお申
し込みください。

募集期間：令和３年６月１日（火）〜
７月24日（土）13：00迄

発表形式：口述発表のみ
（PC発表　１演題　発表７分／討論３分）

大会事務局
〒963-8558　福島県郡山市西ノ内2-5-20
太田綜合病院附属太田西ノ内病院　放射線部
　　担当　大原　亮平
TEL（代表）024-925-1188　 内線 31256

大会㏋：https://jsrt-tohoku.jp/tcrt2021/
E-mail：offi��cetcrt2021@jsrt-tohoku.jp


