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群放技 会報 
一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 

一般社団法人 群馬県診療放射線技師会  
第82回 定時総会  

 

（2021年度 事業報告・決算報告 / 2022年度 事業計画・予算報告） 
 
記 

 
期   日  ２０２２年（令和４年） ０５月 ２６日 (木) 
会   場  群馬県診療放射線技師会 事務所 
所 在 地  群馬県前橋市千代田町１丁目７−４ 群馬メディカルセンター本館 ５F  
開   時  １８：３０～１９：３０ 
 
 
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、２０２２年０５月２０日（金）まで必着とさせていただきます。 



2022年度関東甲信越学術大会 事前参加登録 

 2022年度関東甲信越診療放射線技師会ホームページより 
 
▼メニュー 
▼HOME 
 
１．参加者の皆様へ 
 
２．参加登録「事前登録する」 
 
 
 
 
 
 
 
▼参加登録システム「JART会員はこちら」 
３．サインイン（JART会員） 
 
 
 
 
▼JARTIS登録情報を入力してください。 
「Eメール」「生年月日」 
 

【１】事前登録期間 
   2022年3月7日(月) ～ 2022年6月10日(金) 
 
  ・ページ下部の「事前登録をする」ボタンから登録をお願いします。 
  ・事前登録された方は、登録確認メールの画面をお見せください。（印刷したものでも可能です） 
 
【２】参加費 
   参加費は、事前登録・当日登録に関わらず、当日の受付時に支払いをお願いします。 
 
   正会員※  事前：3000 円  当日：5000 円 
   非会員   事前：5000 円  当日：7000 円 
   学生    当日のみ：1000 円 
   賛助会員  当日のみ：3000 円 
 
   ※ 日本診療放射線技師会もしくは各都道府県の診療放射線技師会の会員であれば会員とします。 
 
【３】宿泊 
   宿泊施設は各自で手配をお願い致します。 

会員の方は、「事前登録」かんたん3クリック！！ 

会員の方は 
  事前登録：3000円 
  おすすめです。 

・非会員の方も告示研修と併せてみますと、 
    この機会に技師会への入会がお得でおすすめです。 
 
【非会員】  
  告示研修30000円 事前登録5000円 計 35000円 
【会員】  
  告示研修10000円 事前登録3000円 計 13000円 



第2回 
群馬県臨床検査技師会 群馬県放射線技師会 合同勉強会のご案内 

 
 拝啓 
 陽春の候、皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 昨年度開催いたしました群馬県臨床検査技師会と群馬県診療放射線技師会の合同勉強会を本年度も
下記の日程で開催いたします。 
 皆様のご参加をお待ちしております。 

敬具 
群馬県臨床検査技師会 渉外部部長 関根美智子 

群馬県診療放射線技師会 企画推進部部長  高柳美希 
 
記 
 

日程：2022年05月11日(水) 19:00-21:00 
 

場所：群馬県立県民健康科学大学 大講義室 
 

参加費会員：無料   非会員：1,000円 
     

プログラム 
    19:00 開会の挨拶 
        
    ■ 第1部 企業講演 
    19:05 日本発新しい超音波診断装置「COCOLY」の紹介 
                             (株)Lily MedTech  近藤洋平様 
 
    ■ 第2部 臨床講演 
       乳腺画像を極めるvol.2 ～乳腺の石灰化病変とその他の病変～ 
 
    19:25 超音波画像編 
                       有馬ひとみ先生(日本赤十字社前橋赤十字病院) 
    20:15 マンモグラフィ編 
                        吉田人美先生(医療法人瑞穂会みさと診療所) 
 

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

第2回 技師会合同勉強会のご案内 企画推進部 

・第１回 群馬県臨床検査技師会 診療放射線技師会 合同勉強会 開催報告 
 
    演題名：乳腺画像を極める Vol.1 
        マンモグラフィと乳腺超音波画像 読影の基礎と症例検討 
    講 師：医療法人瑞穂会 みさと診療所 吉田人美先生(医療法人瑞穂会みさと診療所) 
    講 師：日本赤十字社前橋赤十字病院 有馬ひとみ先生(日本赤十字社前橋赤十字病院) 
 
    開催日時：11月04日（木） 19:00～21:00 
    開催場所：群馬県立県民健康科学大学 大講義室 
 
    参加者：54名（群馬県診療放射線技師会）55名（群馬県臨床検査技師会）   計 109名 
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 日本診療放射線技師会（JART）では、一昨年より事業として各都道府県技師会会長および若手技師
の方々を対象にweb懇談会を開催しており、去る2022年2月16日（水）にJART上田会長、江藤副会長
出席のもと、群馬県診療放射線技師会からは会長をはじめ副会長、理事を含め数名の会員が参加しま
した。 
 若手代表として、公立館林厚生病院の鈴木智也氏と輝城会城西クリニックの西形龍哉氏に参加をお
願いし、様々な意見交換が行われました。上田会長から若手技師への質問や、反対に両氏から上田会
長や今後のJARTへの要望など、活発な意見もあり、和やかな中にも2時間近くの開催時間があっとい
う間に過ぎました。今後も継続してこの懇談会が開催されることを切に願います。 

 

JARTとのweb懇談会が開催されました JART企画 

 
令和3年厚生労働省告示第 273 号研修における実技研修プログラム 
          告示研修（実技研修）報告 
 
 
1.日 時 第1回  令和4年2月19日（土）9：00～18：00    
                        参加人数37名 
     第2回  令和4年2月20日（日）9：00～18：00  
                        参加人数37名 
 
2. 会 場 群馬県立県民健康科学大学 大会議室他 
3. 対象者 告示研修（基礎研修）修了者 
4. 内 容 動画視聴、上部消化管実技、下部消化管実技、動脈実技、 
      静脈実技、静脈（核医学・CT・超音波） 
 
    感染対策を講じながら、県内外74名が修了いたしました。 

令和3年厚生労働省告示第273号研修 告示研修（実技研修） 



厚生労働省告示第273号研修 告示研修（実技研修）予定 

         
                    
                        
                       
          

2021年度 表彰について 

2022年06月25日～26日 

 日本診療放射線技師会功労表彰（予定者） 

後閑 隆之 川島 康弘 

 日本診療放射線技師会30年永年勤続表彰（予定者） 

池田 慎治 小林 誠 杉山 和代 須藤 高行 高柳 稔 藤田 京子 

前田 暢子 茂木 利雄 

 群馬県診療放射線技師会勤続20年表彰 

米持 圭太 井田 典子 奈良 定広 川村 拓 神宮 正明 神保 一樹 

内村 清香 安岡 義人 早川 幸成 服部 陽子 藤井 誠 中島 悠介 

飯塚 友子 早川 加奈 

 厚生労働大臣表彰 

後閑 隆之 

 保健事業等功労者知事表彰 

村上 隆 

（敬称略） 

  2022年度 告示研修（実技研修）日程（予定）群馬県診療放射線技師会 
   
  第1回 2022年 07月下旬（土曜日） 9：00～18：00 
  第2回 2022年 07月下旬（日曜日） 9：00～18：00 
  第3回 2022年 10月下旬（土曜日） 9：00～18：00 
  第4回 2022年 10月下旬（日曜日） 9：00～18：00 
  第5回 2023年 01月下旬（土曜日） 9：00～18：00 
  第6回 2023年 01月下旬（日曜日） 9：00～18：00 
 
  会 場 群馬県立県民健康科学大学 大会議室他 
  対象者 告示研修（基礎研修）修了者 ※ 
  内 容 動画視聴、上部消化管実技、下部消化管実技、 
                  動脈実技、静脈実技、静脈（核医学・CT・超音波） 
 
 

※ 告示研修（基礎研修）が修了していない方は、受講できませんので注意して下さい。 

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 ： 群馬県立県民健康科学大学 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、2022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 

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 

・缶詰  
・青色 
 ・温泉 

苦手を克服しよう。 

・太鼓 
 ・赤色 
 ・プール 

金運UP。 

・辞書  
・ピンク色 
 ・コンビニ 

本を読むと吉。 

・電池 
 ・茶色 
 ・キッチン 

危機管理に気をつけて。 

・ネックレス  
・オレンジ色  
・郵便局 

火に注意。 

・カップ麺  
・グレー色  
・人工芝 

早めに行動しよう。 

・だるま 
 ・水色 
 ・体重計 

読書にふけよう。 

・雑誌  
・緑色  
・駅 

突然の出会いが！？ 

・鉛筆  
・藍色 
 ・吊り橋 

買い物で運気UP。 

・ペット  
・白色 
 ・日本庭園 

目標を立てよう。 

・携帯電話  
・紫色 
 ・庁舎 

一度止まってみよう。 

・DVD 
 ・レモン色 
 ・スポーツジム 

探し物が見つかるかも。 

Hoku-Lele  
Produce by 

募集 

mailto:webstaff@gunmart.jp

