2021 年度（令和 3 年度）

事業報告

【総括】
2021年度は猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症により医療体制のひっ
迫や日本経済の低迷が続いている。特にオミクロン株の発生により第6波は爆発的な
感染者数となった。診療放射線技師も新型コロナウイルス感染症の患者の検査や感
染の可能性もあるとして検査を実施するなど感染拡大防止に努め厳しい状況下での
業務となり大変な年であったと感じる。世界的にも爆発的な感染者数となっている
が、欧米諸国はwithコロナとして規制緩和を行い経済活動へ舵を切っている。日本は
感染予防の基本対策をし、ワクチン接種を推進することで感染者数の抑制を図って
いる。
このような状況の中、日本診療放射線技師会としても様々な取り組みを行ってい
る。10月1日に施行された医師の働き方改革の一環として行われたタスクシフト/シェ
アに伴う診療放射線技師法の一部改正が挙げられる。技師法改正より日本診療放射
線技師会が主催する告示研修を受講する必要がある。研修は基礎研修を700分、実技
研修を385分となっていて、基礎研修はオンデマンドで行い実技研修は各都道府県で
開催する対面式の実習である。実技研修を行える体制を整えるのに時間を要したが1
2月下旬より開始された。愛知県診療放射線技師会でも1月と2月で実技研修を予定し
ていたが新型コロナウイルス感染症の拡大により中止せざるを得ない状況となり、
会員の皆様にご迷惑をお掛けした。第37回日本診療放射線技師学術大会もハイブリ
ッド型で開催し、認定試験もWEB開催するなど多くの催しがWEBで配信され現地に
行かなくても参加できるようになった。
愛知県診療放射線技師会としては役員が新たな体制となり試行錯誤しながらの活
動であった。まず、技師会からの情報伝達の手段のひとつとして希望される施設を
募りメーリングリストの作成をおこなった。各施設1つのメールアドレスの登録とさ
せて頂き97施設から希望があった。8月より運用を開始し愛知県診療放射線技師会や
日本診療放射線技師会、厚生労働省、愛知県保健医療局からの案内や依頼など延べ1
6回程度配信させて頂いた。有用性については会員の皆様の判断となりますが今後も
多くの情報を配信していく。
被ばく相談をホームページから受付けていましたが、対応する人員が少なかった
ため、担当して頂いた方には大変苦労をお掛けした。そのため各施設に日本診療放

射線技師会の被ばく相談員の認定を取得している方の募集を行った。各施設より4名
の方の応募があり、現在は担当理事も含めて6名で対応している。また、回答などを
個人のメールアドレスで実施していたが技師会のウェブメールを使用して返信でき
るように構築し、情報共有もできるようにした。構築まで、被ばく相談を一時休止
していたが11月より再開し、再開直後より数件の相談があり順調に運用ができてい
る。
毎年開催している県民公開講座を昨年度は中止したが、2年連続での中止を避けた
いため会場型で行うかWEB開催するか直前まで検討し今年度はWEBの配信で開催し
た。いろんな場面でWEBが使用されてきているが市民の方の中ではWEBでの視聴が
一般的ではないのか参加人数は少なかった。
それ以外の研修会やメーカーとの共催事業はWEBでの開催となったが予定通り開
催することができた。
事業の詳細については、次ページ以降に記載する。

１．総務報告
１）会員の動向（令和４年３月３１日現在）
正 会 員
新入会員
再入会員
転入会員
転出会員
退
会
賛助会員

２）表

２，１８４名
１０９名
１２名
１３名
１１名
６８名
３０社

彰（敬称略）

（１）(公社)日本診療放射線技師会会長表彰
（第３７回日本診療放射線技師学術大会開会式において表彰）
①永年勤続５０年
該当者なし
②永年勤続３０年
大水 裕子
吉川 貴之
平野 智之
樋口 陽介
松田 雄一朗

森 政樹
黒田 肯司
安井 寿光
中川 達也
金 泰弘

竹田
荒武
川口
田中
玉井

晃与
利男
範洋
宏征
伸一

岩月 孝之
石田 正道
滝本 克己
加藤 弘之
永井 孝洋
谷川 剛直
林 隆宏
伊藤 光代
江畑 康司
安藤 正司
以上 ２５名(会員番号順）

（２）(公社)愛知県診療放射線技師会会長表彰
（第５６回（公社）愛知県診療放射線技師定時総会において表彰）
①継続会員３０年表彰
青山 裕一
東 美加
安藤 和徳
伊藤 邦彦
井上 恵理子
岩永 久美子
内海 一樹
梅田 伸一
岡田 友美
岡部 一徳
奥野 秀雄
小田 耕司
勝又 優
加藤 正
加藤 一
加藤 正直
川村 弘美
北川 等
楠本 敏久
楠本 文子
小林 香緒利
近藤 千晃
坂本 享久
佐藤 正博
島田 一成
傍嶋 智恵美
高橋 徳史
竹田 晃与
永田 敬章
新家 靖
早崎 友彦
人見 栄一
平山 重樹
廣瀬 宜孝
本多 正樹
牧野 美浩
森 政樹
森下 泉
康田 雅人
山内 修
横山 恵太
吉田 宣博
以上

伊藤 克也
大井 康弘
梶田 裕司
川合 宏始
倉田 和馬
品田 正樹
谷田 慎一
日比野 悟
宮本 宏実
横地 健二
５２名（あ順）

なお今回より、本事業報告年度内に、実際に表彰された方を掲載致します。
令和２年度報告と重複となりますが、ご容赦下さい。

３）会議の種類と開催回数
（１）会議
総
会
常務理事会
理 事 会

１回
６回
７回

（２）部会等（担当理事会議を含む）
組織調査部
２回
広 報 部
２回
学 術 部
４回
女性委員会
５回

被ばく相談委員会
ホームページ委員会
総会運営委員会
選挙管理委員会

１回
１回
１回
１回

４）常務理事会及び理事会の開催日と議題
第１回常務理事会
日 時 ： 令和３年４月８日（木）午後６時から
場 所 ： WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
３．日本診療放射線技師連盟について
第２回常務理事会
日 時 ： 令和３年６月１１日（金）午後６時３０分から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
第３回常務理事会
日 時 ： 令和３年８月２１日（土）午後４時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室および WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
第４回常務理事会
日 時 ： 令和３年１０月１５日（金）午後６時から
場 所 ： WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
第５回常務理事会
日 時 ： 令和３年１２月１４日（火）午後６時３０分から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
第６回常務理事会
日 時 ： 令和４年２月２１日（月）午後６時３０分から
場 所 ： WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
第１回理事会
日 時 ： 平成３年４月１２日（月）午後６時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室および WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
３．その他
第２回理事会
日 時 ： 令和３年５月３０日（日）午後１時５０分から
場 所 ： ＪＡあいちビル 小会議室
議 題 ： １．会長（代表理事）、副会長、常務理事の選出
２．その他
第３回理事会
日 時 ： 令和３年７月１２日（月）午後６時から

場
議

所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室および WEB 開催
題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
３．その他

第４回理事会
日 時 ： 令和３年９月１６日（木）午後６時３０分から
場 所 ： WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
３．その他
第５回理事会
日 時 ： 令和３年１０月２７日（水）午後６時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室および WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
３．その他
第６回理事会
日 時 ： 令和４年１月１２日（水）午後６時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室および WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
３．その他
第７回理事会
日 時 ： 令和４年３月１４日（月）午後６時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室および WEB 開催
議 題 ： １．公益社団法人日本診療放射線技師会について
２．公益社団法人愛知県診療放射線技師会について
３．その他

２．総会関連事業
第５６回（公社）愛知県診療放射線技師会定時総会
日時
会場
正会員数
出席会員数
議案

令和３年５月３０日（日）午後１時から
JA あいちビル 大会議室 A＋B
２,１３３名
４３名
委任状 １,２０８名
合計 １,２５１名
令和２年度
令和２年度
令和２年度
令和２年度
令和３年度
令和３年度
その他
役員選挙

事業報告
総務報告
収支決算報告
監査報告
事業計画（案）
収支予算（案）

３．地域保健共催事業への参画
１）地区医療放射線展の開催
地域住民の保健医療及び福祉活動の一環として行政組織と協力し、放射線についての正しい理
解と知識の普及啓発や医療における診療放射線技師の役割等について、広く県民に理解いただくた
めに、地区医療放射線展を下記内容にて準備したが、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）

対応のため中止。
内容
（１）医療被ばく相談、医療放射線に関するパネル展示
（２）骨密度測定体験
（３）乳腺ファントム「しこり」触診体験
（４）自己診断 DVD 上映
（５）パンフレット〈医療用放射線Ｑ＆Ａ〉の配布 など
①第３１回尾西地区医療放射線展開催（一宮市民健康まつり）
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止
②第２１回西三地区医療放射線展開催（刈谷市福祉・健康フェスティバル）
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止

４．会員の資質向上に関する事業
１）学術大会・研修会の開催
① 第１回研修会
内容
小さな気付きで大きなリスクを防ぐ！
～現場で頑張る皆さん、意識改革しませんか～
特別講演
「医療安全 基本の″き″」～チームで高める安全性～
名古屋第二赤十字病院 医療安全管理者 元岡 久代 看護副部長
教育講演
「診療放射線技師における急変時対応について」
～急変対応！「あなたは、何をする、何ができる？」～
JA 愛知厚生連海南病院 診療協同部 診療放射線室 住田 知隆 会員
会員発表
「インシデント報告の考察と MR 金属吸着の実例」
名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 杉下 豊 会員
日時
令和３年５月８日（土）１４：００～１７：００
会場
（公社）愛知県診療放射線技師会 研修室および WEB 開催
参加者 １５３名 （内 非会員３７名）
② 第２回研修会
内容
放射線診療の最新事情 ２０２１
特別講演
「診療放射線技師法の改正による業務範囲の拡大」
公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 児玉 直樹 先生
メーカー講演
「各メーカー最新動向」
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
シーメンスヘルスケア株式会社
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社
富士フイルムヘルスケア株式会社
日時
令和３年１０月３１日（日）１４：００～１７：００
会場
（公社）愛知県診療放射線技師会研修室および WEB 開催
参加者 １０３名 （内 非会員２０名）
③ 第３回研修会
内容
聞いてみよう！線量管理の実情 ～課題と対策～
第１部 メーカー講演
「iRad シリーズを活用した放射線検査・治療の線量管理」
インフォコム株式会社 ヘルスケア事業部 放射線システム製品管理部
久野 恵梨 先生
第２部 聞いてみよう！線量管理の実情
「当院における Radimetrics の運用と問題点」
安城更生病院
鈴木 昌弘 会員

「線量情報管理サーバー導入のピットホールと安定稼働の今」
刈谷豊田総合病院
角
英典 会員
「当院における AMDS の使用経験」
大同病院
奥田 智子 会員
「Radimetrics を使用した線量管理の実態」
豊橋市民病院
澤根 康裕 会員
日時
令和４年１月１６日（日）１４：００～１６：００
会場
（公社）愛知県診療放射線技師会研修室および WEB 開催
参加者
７８名 （内 非会員１０名）
④第４回研修会
内容
「肉腫（サルコーマ）)を知る。～画像診断から放射線治療まで～」
特別講演 「骨軟部腫瘍の放射線治療」
大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻医療画像技術科学分野
生体物理工学講座放射線腫瘍学研究室 教授
小泉 雅彦 先生
会員発表
「軟部腫瘍に対する検査アプローチ ～整形外科病院の立場から～」
医療法人全医会 あいちせぼね病院 川村 忠 会員
「サルコーマの診断に向けての CT 撮影技術」
藤田医科大学病院 塚本 一輝 会員
「悪性軟部腫瘍の MRI」
小牧市民病院 西川 文也 会員
「放射線治療に有用な PET 画像の撮影」
小牧市民病院 山田 宏美 会員
日時
令和４年 ２月１９日(土）１４：００～１６：００
会場
（公社）愛知県診療放射線技師会研修室および WEB 開催
参加者
７０名 （内 非会員６名）
⑤第３３回(公社)愛知県診療放射線技師会学術大会
日時
令和４年３月６日(日） １３：００～
会場
刈谷市産業振興センターおよび WEB 開催
内容
（１）会員研究発表
１４題
（２）教育講演
「知って得する！人財教育に活用するコーチング
～叱って育てるのは、時代遅れ」
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 人事本部
宮川 真奈 先生
（３）特別講演
「生殖腺遮蔽は不必要となるのか －防護の歴史と今後－」
セントメディカル・アソシエイツ
広藤 喜章 会員
参加者 ２４２名 （内 非会員１６名）

２）共催事業
① 第２４回さつきセミナー
日時
令和３年５月３０日（日）１４：３０～１６：１５
会場
WEB 開催
内容
情報提供
バイエル薬品株式会社
特別講演１ 「頭部 MRI」
石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 次長 大家 伸介 先生
特別講演２ 「新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の画像診断」
名古屋大学医学部附属病院 放射線科 診療教授 岩野 信吾 先生
参加者 １３０名（内 非会員８名）
② 第２１回サマーセミナー
日時
令和３年８月２１日（土）１４：１５～１５：３０
会場
WEB 開催
内容
情報提供
ゲルべ・ジャパン株式会社
特別講演
「Dual-energy CT をルーチン検査に
～岐阜大学病院での経験を踏まえて～」
岐阜大学医学部附属病院 放射線科 臨床講師 野田 佳史 先生
参加者 １００名（内 非会員６名）

③ 第３１回診療放射線技師フォ－ラム
日時
令和３年１１月２５日（木）１９：００～２０：１５
会場
WEB 開催
内容
情報提供 「造影剤領域の情報提供」
ＧＥヘルスケアファーマ株式会社
特別講演
「縦隔腫瘍の画像診断～診断能向上のための方法～」
名古屋市立大学大学院医学研究科
放射線医学分野 准教授 小澤 良之 先生
参加者 ３７名（内 非会員 ４名）
④ 第２２回新春セミナー
日時
令和４年１月２６日（水）１８：４５～２０：３０
会場
WEB 開催
内容
情報提供 「イオメロンの製品概要と安全性情報について」
エーザイ株式会社
基調講演
「低管電圧だけじゃない！造影コントラストに関する最新技術」
名古屋市立大学病院 診療技術部 放射線技術科 大橋 一也 会員
特別講演
「腹部ＣＴの至適造影法：
画像診断ガイドライン２０２１年版を踏まえて」
浜松医科大学 医学部 放射線診断学講座 教授 五島 聡 先生
参加者 ８５名 （内 非会員９名）
⑤Aichi Nuclear-medicine Technology Seminar －核医学検査技術の基礎講座－
１）４２th ANTs
日時
令和３年６月２９日（火）１８：００～１９：００
会場
WEB 開催
内容
「調整キット 取り扱いのポイント」
講師
富士フイルム富山化学株式会社 製品情報センター
伊藤 栄次郎 氏
参加者 ３２名 （内 非会員３名）
２）４３th ANTs
日時
令和３年９月１４日（火）１８：００～１９：００
会場
WEB 開催
内容
「心筋血流シンチグラフィの読影補助に必要な基礎知識」
講師
富士フイルム富山化学株式会社 RI 学術企画部
石川 寧 氏
参加者 ５０名 （内 非会員４名）
３）４４th ANTs
日時
令和３年１２月２日（木）１８：００～１９：００
会場
WEB 開催
内容
基礎から学ぶ核医学技術
「放射線技師だからこそ気付ける核医学検査のポイント・注意点」
講師
日本メジフィジックス株式会社 営業統括部
成田 篤 氏
参加者 ６２名 （内 非会員７名）
４）４５th ANTs
日時
令和３年３月９日（水）１８：００～１９：００
会場
WEB 開催
内容 「基礎から学ぶ核医学技術 『今さら聞けない用語たち』」
講師
日本メジフィジックス株式会社 営業統括部
成田 篤 氏
参加者 ４０名 （内 非会員４名）
⑥ 第５回愛知県診療放射線技師会マンモグラフィ講習会
日時
令和４年１月８日（土）・１月９日（日）
会場
名古屋掖済会病院
内容
日本乳がん検診精度管理中央機構の技術講習会プログラムに準ずる
・講義（e-learning）
マンモグラフィの基礎（物理・撮影技術・被ばく）

マンモグラム読影の基礎とカテゴリー分類・乳癌の臨床
・グループ学習
読影・ポジショニング・臨床画像評価・線量・線質測定
撮影機器管理・画像管理
・ＮＰＯ法人日本乳がん検診精度管理中央機構による試験および評価
個人評価試験 読影試験・筆記試験
プログラム
１日目
８：００～ ８：２０ 受付
８：２０～ ８：３０ 開講式
８：３０～ ８：４０ 講義説明補足
８：４０～ ８：４５ 移動
８：４５～１２：５５ 画像形成・読影・ポジショニング
１２：５５～１３：４５ 昼食
１３：４５～１３：５０ 移動
１３：５０～１７：４０ 画像管理・臨床画像評価・機器管理・線質線量
１７：４０～１７：５０ 移動
１７：５０～１８：００ アンケート記入 解散
２日目
８：１５～ ８：３０ 受付
８：３０～１０：５５ 読影試験・筆記試験
１１：２０～
閉講式
講師
森田 孝子 先生（国立病院機構 名古屋医療センター）
丹羽 多恵 先生（JA 愛知厚生連豊田厚生病院）
西出 裕子 先生（岐阜医療科学大学）
篠原 範充 先生（岐阜医療科学大学）
伊藤 真矢 会員（トヨタ記念病院 健診センター）
原 ゆかり 会員（名古屋掖済会病院）
笹田 裕美 会員（国立病院機構 名古屋医療センター）
青山 知里 会員（トヨタ自動車（株）健康支援センターウェルポ）
参加者 ３４名

３）公益社団法人日本診療放射線技師会主催の研修会への共催
① フレッシャーズセミナー
日時
令和３年１１月２８日（日） ９：３０～１７：１０
会場
ＪＡあいちビル １４階 会議室Ａ・Ｂ
内容
プログラム
９：３０～ ９：４０ 開講式
９：４０～１０：１０ 「日本診療放射線技師会の役割について」
講師
（公社）日本診療放射線技師会
中村 勝 理事
（（公社）愛知県診療放射線技師会監事）
１０：１０～１０：４０
「愛知県診療放射線技師会の役割について」
講師
（公社）愛知県診療放射線技師会
水口 仁 会長
１０：５０～１１：５０ 「感染対策」
講師
愛知医科大学病院 感染管理室
感染管理認定看護師
久留宮 愛 先生
１２：００～１２：５０ ランチョンセミナー
「ＭＲＩ装置の歴史と最新技術紹介」
講師
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
中部支社 営業推進部
久野 大貴 先生
１３：００～１４：００ 「医療安全」
講師
藤田医科大学ばんたね病院
放射線部
杉本 政司 会員
１４：００～１５：００ 「マナー・エチケット・医療コミュニケーション」
講師
岐阜医療科学大学 保健科学部
放射線技術学科 准教授
鈴木 正広 会員
（（公社）愛知県診療放射線技師会副会長）
１５：００～１６：００ 「胸部単純撮影講座」

講師

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部
放射線技術科学科 准教授
東出 了 会員
（（公社）愛知県診療放射線技師会理事）
１６：００～１６：３０ 「被ばく低減」
講師
鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部
放射線技術科学科 准教授
東出 了 会員
（（公社）愛知県診療放射線技師会理事）
１６：３０～１７：００ 入会案内
講師 （公社）愛知県診療放射線技師会 川口 範洋 副会長
１７：００～１７：１０ 閉講式
参加者 ５３名
管理者 １１名
②業務拡大に伴う統一講習会
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止
③診療放射線技師基礎講習 医療基礎コース（AD セミナー）「看護学実習」
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止
④診療放射線技師基礎講習 医療基礎コース（AD セミナー）「救急医療学実習」
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止
⑤告示研修
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止

４）地域の学術大会や研究会などへの参加
①第３７回日本診療放射線技師学術大会
日時
令和３年１１月１２日（金）～１４日（日）
会場
東京ビッグサイト＋WEB 併用
主催
（公社）日本診療放射線技師会
大会テーマ： 国民と共にチーム医療を推進しよう
－技術の多様性と人の調和－
内容
会員研究発表・特別講演・教育セミナー・シンポジウム・市民公開講座・他
参加登録者 １,９５５名
②第１３回中部放射線医療技術学術大会
（第２９回中日本地域放射線技師学術大会・第５５回日本放射線技術学会中部支部学術大会）
日時
令和３年１１月２０日（土）～２６日（金）
会場
WEB 開催
主催
（公社）石川県診療放射線技師会 （公社）日本診療放射線技師会
大会テーマ： ～見つけよう。新時代に向けたベストプラクティス～
～Finding best practice～
内容
会員研究発表・特別講演・教育講演・共催セミナー・技術セミナー・他
参加者 ４３３名 （愛知県 １００名）
③第６２回東海四県放射線技師学術大会
日時
令和４年２月６日（日）１３：００～１６：０５
会場
WEB 開催
当番
（一社）三重県診療放射線技師会
内容
特別講演
「循環器内科医が画像診断に求めるもの」
三重大学医学研究科 循環器内科・腎臓内科 教授 土肥 薫 先生
シンポジウム
①X 線 CT
静岡県 静岡市立静岡病院
千葉 和宏 会員
②MRI
三重県 三重大学医学部附属病院 内田 雄一郎 会員
③RI
愛知県 愛知医科大学病院
若杉 奈央 会員
④Echo
岐阜県 平野総合病院
髙間 郁尚 会員
総合討論
参加者 １５２名 （愛知県 ４６名）

５．組織の充実・調査活動
１）地区活動の推進
組織運営規定第２２条に基づき各地区に助成金を交付

２）令和３年度職場責任者会議
①令和３年度マネージャー・サブマネージャーセミナー
日時
令和４年２月１３日（日） １４：００～１５：５５
会場
WEB 開催
内容
プログラム
１４：００～１４：０５ 開会あいさつ
（公社）愛知県診療放射線技師会 水口 仁 会長
１４：０５～１４：３０ アンケート結果報告
①「診療用放射線に係わる安全管理体制の確保」
②「タスクシフト/シェア」
（公社）愛知県診療放射線技師会 鈴木 誠治 常務理事
１４：３０～１５：１５ 基調講演
「業務拡大と告示研修
～我々診療放射線技師は、何を考えどう行動すべきか～」
（公社）日本診療放射線技師会 中村 勝 業務執行理事
１５：１５～１５：５０ 特別講演
「活動報告
～国会議員唯一の診療放射線技師として～」
衆議院議員 畦元 将吾 先生
１５：５０～１５：５５ 閉会あいさつ
（公社）愛知県診療放射線技師会 鈴木 正広 副会長
参加者 ８５名 （内 非会員８名）

３）Cherish の会（女性委員会）
①令和３年度 Cherish の会 Zoom セミナー
日時
令和３年９月１２日（日） １３：３０～１５：３０
場所
ZOOM（WEB 開催）
内容
「読影補助、うちではこうしています」
◆教育方法・教育期間
◆Dr.への伝え方（カルテ・RIS・紙ベース）
◆メリット・デメリット
◆現状から更なる企画・取り組み予定
…etc.
１．救急
小牧市民病院
池田
２．UGI
成田記念病院
村田
３．腹部エコー
岡崎市民病院
服部
４．MMG・乳腺エコー
安城更生病院
吉田
５．マンモカンファレンスの紹介 江南厚生病院
安江
参加者 １７６名 （内 非会員４名）

真理 会員
朱 会員
広和 会員
なお子 会員
彩 会員

６．(公社)愛知県診療放射線技師会誌・「愛放技通信」等の発刊事業
１）令和３年４月２８日 （公社）愛知県診療放射線技師会誌３３巻第１号（１６７）発刊
２）令和３年１２月２３日
同
上
３３巻第２号（１６８）発刊
３）令和３年７月３０日

愛放技通信 No.８２発刊

７．会員親睦事業
１）ボウリング大会
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止

２）東海四県親睦会
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応のため中止

８．第１４回県民公開講座の開催
日時：令和３年１１月 ７日（日） １３：００～１５：２５
場所：WEB 開催
内容：やさしく学ぼう
乳がんの予防・診断・治療
乳がんからあなたを救うためのマル得セミナー
専門医、がん看護専門看護師、診療放射線技師が最先端の予防・診断・治療につ
いてお話します。
講演Ⅰ 乳がんの画像検査
～診療放射線技師から皆様へお伝えしたい事～
公立西知多総合病院 診療放射線技師 加藤 朋美 会員
講演Ⅱ あなたと大切な人を守るために知っておいてほしいこと
碧南市民病院 がん看護専門看護師 鈴木 やよひ 先生
講演Ⅲ 「乳がんです」…気落ちを防ぐ予備知識
視野を広くしてその時に備える
名古屋医療センター 乳腺科 須田 波子 先生
参加者 ９０名
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