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一般社団法人 群馬県診療放射線技師会  
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） 

 
記 

 
期   日  ２０２１年（令和３年） ０５月 ２８日 (金) 
会   場  群馬県立県民健康科学大学 西棟 多目的ホール 
所 在 地  群馬県前橋市上沖町３２３－１ 
開   時  １９：００～２０：００ 
 
 
参     加     会員の皆様の参集は行わず、議案書をご確認の上、ご意見がある方は、群馬県診療放 
        射線技師会ホームページの「問い合わせ」から投稿してください。この回答は、後日、 
        ホームページにて提示させていただきます。 
        また、議案書内容を承諾いただける方は、委任状(ハガキ)をご提出ください。委任状の 
        締め切りは、２０２１年０５月２１日（金）まで必着とさせていただきます。 



タスク・シフト/シェア推進に伴う業務拡大と告示研修 

 医師の働き方改革検討会報告書によると、2024年4月から勤務医の時間外労働時間は原則、年 960
時間以下となる。救急部門や研修医などについては各医療機関に健康確保措置を義務付けた上で特例
的に年1860時間以下となる。それを受けてタスク・シフト/シェアを推進する検討会において、医療職
6分野、286業務・行為について検討された。 
 現行制度上実施できない業務については、養成課程に必要な教育内容〈放射線技師は合計102単位〉
を追加すると共に、既に資格を取得済みの者については、法令により厚生労働大臣が指定する研修を
受講することを業務実施の要件とすることとなり、 研修の受講が義務化される。 
 2020年10月に日本診療放射線技師会・日本臨床衛生検査技師会・日本臨床工学技士会の3団体にお
いて、法令改正の施行が2021年6月に見込まれるため、有資格者の研修カリキュラムの具体的な実施
方法、実施計画、システム構築などについて、3 団体で情報共有と共同歩調をとるために協議が実施さ
れた。この協議において、講義についてはオンライン講義（オンデマンド型）、シミュレーションに
ついては少人数での対面実習とすることを基本とし、オンライン講義（オンデマンド型 では時間数の
担保と確認試験を実施することを条件に、厚生労働省の了承を得られることになった。 
 日本診療放射線技師会としては、2021年6月に予定されている法令改正に対応できるように準備し
ている。なお、今回の有資格者に対する研修は義務研修になることが予想されるため、診療放射線技
師免許取得者約55,000名に対する研修ができるように、十分な研修システムの構築を行っている。 

  
表１ 有資格者研修項目と時間数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 日本診療放射線技師会では、下記の通り告示研修を実施する予定である。 
１）2021年6月より会員情報システム会員情報システムにおいて告示研修の受付を開始する。 
２）2021年6月よりオンライン講義をe-learningにて実施する。オンライン講義は全国統一の内容と

し、視聴時間数を確保（必要時間数）したうえで、確認試験に合格した場合に講義を修了したと
する。 

３）2021年8月より講義修了者を対象にシミュレーション（実技）を実施する。実技の実施にあたっ
ては、各都道府県技師会へ業務委託を予定する。 

４）2021年度のみ、業務拡大に伴う統一講習会（2015研修）を受講済みの者に対してのみ実施する。
この理由は、告示研修を円滑かつ各地域にて実施するためには、告示研修の講師を数多く養成す
る必要がある。講師には業務拡大に関する高度な知識と技能が必要であり、さらに質の担保も必
要となる。そのため、これまでの業務拡大に関連した知識と技能を兼ね備えている現行業務拡大
に伴う統一講習会（2015研修）受講者から養成を始め、講師の質を均一化したうえで、2022年
度以降から広く告示研修を実施していく予定である。 

５）告示研修の受講が修了した者には、厚生労働省医政局長と日本診療放射線技師会会長との連名の
修了証を発行する。 

６）各都道府県技師会において実施するシミュレーション（実技）の講師は告示研修の修了者（修了
証受領済み）とする。 

７）受講料については、日本診療放射線技師会・日本臨床衛生検査技師会・日本臨床工学技士会の3団
体で協議の上、会員・非会員の差はつく予定である。 

 
 上記の内容について、一部予定の部分もありますが、会員の皆さまには今後の動向について確認し
て頂きたいと思います。 

研修項目 
時間数（分） 

基礎研修 実技研修 

1 
造影剤を使用した検査やRI検査のために、静脈路を確保する行為、RI検査医薬品の投与が終了した
後に抜針及び止血を行う行為に必要な知識・技能・態度 

200 130 

2 
RI検査のために、 RI検査医薬品を注入するための装置を接続し、当該装置を操作する行為に必要な
知識・技能・態度 

100 45 

3 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為（動脈路確保のためのものを除く）、動脈に造影剤を投与す
るために当該造影剤注入装置をす操作する行為に必要な知識・技能・態度 

200 95 

4 
下部消化管検査（CT コロノグラフィ検査を含む）のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為に
必要な知識・技能・態度 

100 70 

5 上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、当該造影剤の投与が
終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為に必要な知識・技能・態度 

100 45 



 一般X線撮影で求められている事の１つに再現性があります。前回と同様に撮影された画像を用いて、
手術後の評価や骨折部などの評価が行われます。実際の診察では、正常なレントゲン写真と見比べて、
患者さんに説明している姿をしばしば見受けます。その為、ポジショニングが標準化され、施設内で
の技師間や施設間で差異が出ないようにされています。また、それぞれの施設で特殊な撮影が依頼さ
れる場合もあり、補助具を作成したり、マニュアルを作成するなどして工夫されている事と思います。
しかし、撮影部位によっては参考書でも何種類か記載されており、施設内で統一されていれば良いの
ですが、毎回違う画像では評価に影響が出てしまいます。今回は、その中でも前腕部の撮影について
説明していきたいと思います。 
 前腕部の撮影には、肘関節を撮影するようなポジショニング（ここでは前腕撮影とする）で撮影す
る方法と、手関節を撮影するようなポジショニング（ここでは前腕回旋中間位撮影とする：図1）があ
ります。 
 ここで、前腕部の疾患としてモンテジア骨折を例に考えてみます。尺骨の骨折と橈骨頭の脱臼を伴
う骨折ですが、受傷直後のレントゲン撮影で多くは前腕回旋中間位撮影が選択されると思います。肘
関節を回旋せず撮影出来るので患者さんにとっても無理のない肢位と言えます。また、肘関節を受傷
すると肘関節屈曲・回内位で外固定される事が多いので、経過で撮影する場合も前腕回旋中間位撮影
を選択されると思います。しかしながら、外固定が外れた場合はどうでしょうか？外固定が外れた場
合では大きな制限は無く生活出来るので、施設内で決まっていない・経過の画像を見ていない状況で
は前腕撮影を選択してしまう事があるかと思います。それでは、受傷時の画像と比較して評価する事
が出来ません。特に橈骨頭の脱臼が完治されずに見過ごされてしまい、陳旧性のモンテジア骨折後の
手術は大変な手術となってしまいます。 
 下記に肘関節学会の雑誌にあったモンテジア骨折の経過の画像を記載します（図2）。我々の画像１
枚がこのように評価され、論文にされています。受傷時の画像と同じポジショニングで再現性良く撮
影して完治まで導く事は、技師の使命ではないかと考えます。 
 ここでは、前腕回旋中間位撮影について多くお話ししました。受傷後の外固定の肢位を考えて、よ
り再現性の高いポジショニングと言う事でまとめました。この機会に、整形外科医と撮影についてお
話ししてみてはいかがでしょうか？ 

図１：前腕回旋中間位の 
       正面ポジショニング 

図２：肘関節学会誌での記載画像 
a、cでは、前腕回線中間位 
dでは、前腕撮影 

a b c d 

a.受傷時患側  b.受傷時健側  c.徒手整復後 
d.受傷後12か月 

「再現性の良い画像を求めて」 特定医療法人 慶友会 

慶友整形外科病院  
         岩崎  隆史 

一般撮影 
整形シリーズ 



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 ： 群馬パース大学 丸山 星 
編集責任者    ： 館林記念病院  岩宗 裕人 
発行責任者    ： 群馬県診療放射線技師会会長 後閑 隆之 
事務局      ： 〒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） 

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07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の環境測定部に所属して、主に西毛地区で漏洩線
量測定を十数年行ってきました。この中で、放射線管理士等の認定資格を
持っていたこともあり、管理士部設立時にその運営を行ってきました。 
 2011年に、東日本大震災が発生したのを契機に、群馬県放射線技師会所属
の施設に「医療被曝相談におけるアンケートの調査」として悉皆調査を行い
ました。この結果、被曝相談を受けた経験が7割あることがわかりました。そ
の翌年には同様の施設に一般装置等での被ばくに関して、NDD法を用いて日
本診療放射線技師会の医療被曝ガイドラインと比較し検討しました。 
 また、被ばく線量低減の観点から、推定被ばく線量がわかるソフトとして
PCXMC、ImPACTを環境測定部の講習会や西毛、北毛、東毛の各地区で紹介
させていただきました。 
 また、各専門分野の講師を招いて、線量計に関することや、福島の被ばく
状況についての講演会等を開催しました。 
 

日本診療放射線技師会功労賞を受賞して 

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 

おひつじ座 

てんびん座 

おうし座 ふたご座 かに座 しし座 おとめ座 

さそり座 いて座 やぎ座 みずがめ座 うお座 

・クリップ  
・橙色 
 ・量販店 

汗を流してみよう。 

・予定表 
 ・グレー 
 ・蕎麦屋 

友達を許そう。 

・封筒  
・黄色 
 ・屋台 

問題は今月中に。 

・お守り 
 ・紫色 
 ・学校 

ストレスを発散しよう。 

・消しゴム  
・ピンク色  
・歩道 

お茶で落ち着こう。 

・照射録  
・緑色  
・商店街 

疲れが溜まりそう。 

・ビー玉 
 ・茶色 
 ・病棟 

新しいことを始めよう。 

・弁当  
・藍色  
・神社 

早めに寝よう。 

・胃薬  
・水色 
 ・ブランコ 

ミスをするかも。 

・雑誌  
・青色 
 ・郵便局 

ストレッチをしよう。 

・会員証  
・赤色 
 ・講堂 

足元を固めよう。 

・サイン 
 ・白色 
 ・クリーニング屋 

お昼はのんびり。 

Hoku-Lele  
Produce by 

募集 

         
                    
                        
                       
          

2020年度 表彰について 

2022年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会 
2022年06月25日～26日 開催決定 

  しかし、この様な事業をできたことは多くの方々のお力添えがあったからです。 北毛の小池さん、
群馬中央の岸さん、前橋赤十字の安藤君（現管理部長）、伊勢崎市民の関根君、黒沢病院の見田君、ま
た多くの会員各位には大変大きなお力添えを頂きました。改めて感謝申し上げます。 
 最後に、富岡総合病院、七日市病院の各位に感謝の意を申し上げ末筆といたします。 

 2020年度は、コロナ禍で中止となった関東甲信越診療放射線技師学術大会（群馬大会 於：Gメッセ
群馬）が、2022年度に群馬県より再スタートします。会員の皆さまのご協力をお願い致します。 

 日本診療放射線技師会功労表彰（予定者） 

髙橋 昇 中山 正人 

 日本診療放射線技師会30年永年勤続表彰（予定者） 

上原 真澄 櫻井 厚也 佐々木 保 櫻井 昇幸  中村 博美 

 群馬県診療放射線技師会勤続20年表彰 
安居 剛 野村 哲郎 小林 みちる  田胡 大介 桜井 香一 柳澤 由美 
小峰 かおり  見田 尊 堀 玲加 大友 雅美 萩原 鈴絵 小林 美和 
小此木 弘充 大澤 彰 

（敬称略） 

重要なお知らせ 

公立富岡総合病院 廣田 久継 

mailto:webstaff@gunmart.jp

