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岩手県診療放射線技師会の会員の皆様におかれま
しては、穏やかな新春をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
しかしながら岩手県のコロナ感染症は落ち着いて
いるもののオミクロン株の脅威や第６波の到来に備
えるなど、まだまだ予断は許さない状況であります。
さて昨年は東京オリンピック・パラリンピック2020
が１年遅れで開催されました。開催前はコロナ禍の
開催に賛否両論が繰り返され、アスリートに開催反
対の表明を求める等、異常な行動に出た輩もおりま
した。その中であるタレントが某番組でこのパンデ
ミックの中、「オリンピック・パラリンピック」を
開催できる国を世界中で探したら日本しかない、他
の国だったら暴動が起きる」とコメントしたことは
大変印象的でした。日本の経済力、日本人の真面目
さ、あの太平洋戦争から僅かな期間で経済復興を成
し遂げた底力を考えると、妙に納得できました。か
くして、東京オリンピック・パラリンピック2020は
開催され終了いたしました。暴動も起きず、閉幕後
に反対派からの何らかの表明がないというのも不思
議な感じであります。
海外からはMLBのオールスターに菊池雄星選手
と大谷翔平選手が同時に選出され、世界の最高峰の
舞台で岩手県のしかも花巻東高校出身の２人が選出
されたことは正に奇跡であります。花巻東高校の硬
式野球部のユニフォームにサインをして世界に発信
したことは岩手県の誇りになりました。さらに秋に
は大谷選手のMLBア・リーグMVPに満場一致で選

新年あけましておめでとうございます

出され、殆どのタイトルを受賞しました。また今年
の流行語では、「リアル二刀流／ショータイム」が
年間大賞に選出されました。まさに2021年は大谷選
手の年でありました。
さて、コロナ感染症はオリンピック・パラリンピッ
クの開催時期に猛威を振った第５波は病床逼迫をも
たらし、自宅療養を強いられた感染者の死亡の報道
もされました。その後、衆議院解散、選挙の時期に
なると新規感染者は急激に減少、感染症の専門家も
この減少の理由は分からないと言っております。逆
に不気味な感じがします。世界ではコロナウィルス
の変異株、オミクロン株が広がり、日本でも感染拡
大、第６波を警戒しながらの予防策を講じた生活は
まだまだ続きます。
岩手県診療放射線技師会では、第78回定時会員総
会は５月22日に一昨年と同様にJARTの感染予防策
のガイドラインに従い参加人数を制限して開催しま
した。
公開講演会は、急性期脳梗塞治療にご活躍の岩手医
科大学脳神経内科老年科分野教授板橋亮先生に依頼、
「顔・手・言葉がおかしいときは時刻を確認して119
番」と題して、講義をビデオで収録し当会ホームペー
ジ（オンデマンド）で11月１日〜11月20日の20日間
公開しました。
第20回岩手県
診療放射線技師
会学術大会は、
11月28日に発表
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者・参加者を50名に限定して開催しました。一般演
題は別途収録をして１月24日〜２月中、メールマガ
ジンに登録した会員に配信します。
フレッシャーズセミナーは12月５日に、講師は県
立中央病院看護師と当会会員にお願いして、県立中
央病院と県技師会事務所に各々集結して講義を配信、
参加者はWeb上での参加という形式で行いました。
14名の参加があり、ここ数年の参加人数としては最
も多く参加していただきました。
令和３年度開催の通常理事会は全てZoomを用いた

Web会議で行いました。日本一の面積の県土を持つ
当会としましては、理事の移動時のリスクを回避す
る意味でもZoom会議は利益をもたらしました。その
一方で理事同士の連帯感は希薄となる可能性が懸念
されています。世の中の流れはデジタル化とペーパー
レスで、政府はデジタル庁を創設、捺印等の習慣の
払拭を目指ています。昨年開催の第11回東北放射線
医療技術学術大会はハガキでの大会案内を廃止、抄
録のペーパーレス化、大会は参集型で開催しつつ
バーチャル会場も併用したハイブリット開催であり
ました。岩手県診療放射線技師会につきましてもデ
ジタル化の推進は今後必須となります。会員の皆様
には当会のメールマガジンへの登録を是非お願いし
たいところです。
令和４年度は岩手診療放射線技師会の役員の改選
年度であります。この２年の間は急激な社会変化が
起りました。当会も更なるステップアップと社会変
化に対応すべく新たな人材発掘が必要であります。
皆様のご協力をお願いいたします。
結びに、令和４年が一刻も早く新型コロナ感染症
が終息して会員および全ての皆様が平穏で健やかな
日々を過ごせるよう祈念いたしまして年頭の挨拶と
いたします。

訃　報
村松　修　様

元岩手県診療放射線技師会理事の村松修様は
12月５日午後１時８分にご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

主な職歴　盛岡逓信診療所
岩手県予防医学協会

第４回通常理事会開催される
第４回通常理事会は令和３年12月４日（土）
午後２時より、Web会議にて開催された。
コロナ禍のなか、後半事業が集中する。その
事業計画が決定されたので以下報告する。
会員親睦会について
岩手県は今のところ（12月４日現在）コロナ
感染症は新規感染者無しを継続していますが、
企業や医療施設での忘年会等の開催状況は殆ど
が中止の方針であります。その状況を鑑み飲食
を伴う懇親会等は控えた方が良いと判断し見送
りを決定しました。
管理者講習会の開催
第１回医療放射線安全管理者講習会の開催に

ついて理事会で承認され、令和４年２月26日（土）
都南公民館（キャラホール）で開催いたします。
詳細については３ページをご覧ください。
画像研修会に代わる研修会の開催
毎年岩手県から委託を受けて年度末に生活習
慣病検診等従事者指導講習会（画像研修会）を
開催しておりましたが、今年度について岩手県
よりコロナ感染症の予防の観点から開催を見送
ると通知されました。画像研修会に代わる研修
会を災害対策委員会と共催で令和４年３月12日
（土）開催いたします。（現在企画中）
今年度告示研修（実技）の開催
告示研修の実技開催に向け、当会ファシリテー
タについて11月27日に先行して実技研修、翌日
28日にファシリテータ養成講座を受講していた
だきました。当会におきましても実技研修の開
催要件が整いました。日放技からは今年度中に
告示研修（実技）開催の要請があります。令和
４年２月12日（土）に開催で企画しております。
（詳細は４ページに掲載）
会員の皆様には基礎講習を受講のうえ実技講
習の申し込みをお願いいたします。尚、実技講
習の受講に際し2015統一講習会受講者には先行
予約が可能です。

令和３年度第４回通常理事会報告
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告 示
一般社団法人岩手県診療放射線技師会役員選
任規程第５条に基づき、令和４年度役員選挙を
下記により行います。

記

１．役員及びその定数
⑴　理事16名以上20名以内
⑵　監事１名以上２名以内

２．立候補及び推薦候補届出締切日
令和４年３月31日（木）午後４時まで

３．�候補者の氏名公示及び選挙公報は本会会報
及び第79回定時会員総会資料に掲載する。

４．投票方法
書面による表決

５．投票日
第79回定時会員総会開催日

６．開票
第79回定時会員総会開催日

７．立候補及び推薦候補者の届出先
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

選挙管理委員会

以上告示する

令和３年12月７日
（一社）岩手県診療放射線技師会
選挙管理委員会
委員長　一方井　正宏

第１回
医療放射線安全管理者講習会開催

のご案内

放射線管理に関わる講習会を下記日程にて開
催いたします。各施設で医療監視に興味をお持
ちの方はご参加下さい。

日　　時　：　令和４年２月26日（土）
13時30分〜16時30分

場　　所　：　都南公民館　視聴覚室　
会　　費　：　会員1000円　非会員2000円
定　　員　：　30名程度

プログラム

受付開始� 13：30
挨　　拶� 14：00

会長　村上龍也

	 ―　基調講演　―� 14：05

座長　会長　村上龍也
【実際の立ち入り検査について】

永峰正幸　先生
【安全管理と医療管理について】

十和田誠　先生

� 〈　休　憩　〉� 15：05

	 ―　シンポジウム　―� 15：10

座長　副会長　村中健太
【現状と問題点】
各施設の放射線安全管理者
（県内各施設から選抜）

【意見交換】� 16：05
基調講演演者と放射線安全管理者及び参加
者による意見交換

閉　　会� 16：30
副会長　藤原幸治
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告示研修（実技）開催のお知らせ

告示研修は国が定める研修会です。診療放射線技師の免許を有する全ての技師に受講の義務が生じま
す。告示研修は基礎講習と実技講習の２本立てとなっており、基礎講習はJARTのｅラーニングから受
講していただきます。実技講習は各都道府県で開催いたします。
岩手県診療放射線技師会では下記日程にて告示研修・実技講習を開催いたしますので、ご多忙とは存
じますが受講をお願いいたします。

記

日　　　　時　：　令和４年２月12日（土）８時30分
会　　　　場　：　盛岡赤十字病院２階記念講堂
定　　　　員　：　41名
申し込み期日　：　令和４年１月３日〜令和４年１月28日
申し込み方法　：　JARTホームページのイベント参加申し込みより
※　�統一講習会2015の修了者は申し込み期日の１週間前より先行予約が可能です。但し、
今回の告示研修については会報発行日には先行予約は終了しております。

―　スケジュール　―

８：30〜８：50� （20分）� 受付
８：50〜９：00� （10分）� 開講式・オリエンテーション
９：00〜10：15� （75分）� 動画視聴
10：15〜10：25� （10分）� 休憩
10：25〜12：30� （125分）� 動画視聴
12：30〜13：30� （60分）� 休憩
13：30〜18：00（４時間30分）� 実技研修
� （参加人数によりグループを編成して８項目の実習を行う）
18：00〜18：10� （10分）� 閉講式

告示研修　Ｑ＆Ａ
日本診療放射線技師会のホームページに掲載している告示研修に対するＱ＆Ａをご紹介いたします。

◇　告示研修について
Ｑ：告示研修を受講しなければこれまでの業務ができなくなるのでしょうか？
Ａ：これまで法令で認められている業務は告示研修受講前でも実施可能です。しかし、造影剤注入装
置への造影剤接続など新しく認められた業務を行おうとするときには、あらかじめ厚生労働大臣
が指定する研修（告示研修）を受けなければなりません。

Ｑ：告示研修は何年間開催されますか？
Ａ：開催期間は未定です。厚生労働省から求められた計画としては５年間の計画を報告しています。
◇　穿刺・投与について
Ｑ：患者に埋め込まれたCVポートに専用針を刺して造影することや、パワーポート経由など静脈路
以外からの造影手技を診療放射線技師が行うことは可能でしょうか？

Ａ：できません。



（5）令和4年 1月 5日発行一般社団法人岩手県診療放射線技師会報第239号

県技師会からのお知らせ

第20回岩手県診療放射線技師会動画配信について

昨年11月28日（日）に開催された第20回岩手県診療放射線技師会の演題について下記日程でオンデマンド
配信いたします。

【登録受付】　令和３年12月20日（月）〜令和４年１月21日（金）
【配信期間】　令和４年１月24日（月）〜令和４年２月28日（月）
【登録方法】　下記URLまたはQRコードよりご登録お願いいたします。

上記方法以外については技師会事務所へ視聴希望の旨を直接ご連絡をお願いいたします。

URL：https://forms.gle/Sd8A8GgvAggTMJmj8

※　尚、視聴方法のお知らせは配信開始前日までに県技師会メール配信システムにてご連絡させていただき
ます。登録いただいたメールアドレスについては県技師会メール配信システムにも登録させていただき
ますのでご了承ください。

令和３年11月17日（水）午後３時より、エスポ
ワールいわて特別ホールにて令和３年度岩手県保
健医療功労者表彰式（県知事表彰）及び岩手県地
域医療従事者感謝状贈呈式が執り行われました。
当会からの受賞者として藤原幸治氏と金野光明
氏の両名が、来賓として岩手県診療放射線技師会
から村上龍也会長が出席しました。

〈日　時〉
令和３年11月17日（水）午後３時

〈場　所〉
エスポワールいわて　特別ホール

〈受賞者〉
藤原　幸治　氏　（盛岡市　下写真右）
岩手県予防医学協会医療技術部　部長
金野　光明　氏（奥州市　下写真左）
元岩手県立磐井病院　診療放射線技師長

表彰

令和３年度　岩手県知事表彰


