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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 

2022年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会 
 
     日   時   ２０２２年（令和４年） ０6月 ２5日（土）， 26日（日） 
     会   場    Gメッセ群馬 
 

「Rerise 新しい一歩をここから 
      ～ グンとマなぼう ～ 」 

 コロナ禍という前例のない状況の中、462名の方々に
御参加を賜りました。 
 感染拡大防止対策などお手間を取らせたにも拘わらず、
皆様のご理解ご協力により滞りなく終了することできま
した。 
 御参加頂きました皆様、多大なるご支援を頂いた関係
者の皆様に実行委員一同、心より感謝申し上げます。 



2022年度関東甲信越診療放射線技師学術大会  

2022年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会を終えて 
 
                  一般社団法人 群馬県診療放射線技師会副会長 嶋田 博孝 
 
謹啓 
 処暑の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
また、平素より技師会活動に対し格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 
  さて、去る2022年6月25日、26日の2日間、Gメッセ群馬にて開催致しました2022年度 関東甲信越診
療放射線技師学術大会に際し、県内の放射線部門責任者の皆様および各都県の会員の皆様、協賛企業の
皆様には多大なご尽力を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで、日放技会員304名、都県
技師会会員14名、非会員12名、学生39名、協賛企業参加者93名の合計462名と多数の方々ご参加を頂
き、学術大会を成功裏に終えることが出来ました。 
 今回の学術大会につきましては、新型コロナウィルス感染拡大の影響により3年ぶりの開催となりま
した。社会情勢を考慮し開催方法を対面式、WEB方式、ハイブリッド方式とするかの選択には苦慮致し
ました。対面式を選びましたが、結果タイミングもよく感染拡大が下火の時期となり開催できたのは幸
運と感じております。 
 会長講演として日本診療放射線技師会 上田克彦会長より「診療放射線技師法改正と将来」、特別講演
として衆議院議員 畦元将吾先生より「活動報告～国会議員唯一の診療放射線技師として～」、教育講演
3演題、共催セミナー5演題、業務改善委員会シンポジウム、実践セミナー4演題、一般演題52演題、学
生セッション15演題が行われ、大会テーマ「 Rerise 新たな一歩をここから～グンとマなぼう～」に
沿った内容であったかと思います。ご講演を頂いた先生方、座長の皆様にも感謝申し上げます。 
 最後に、学術大会の運営につきましては、何かと不行き届きな点が多々あったかとは存じますが、何
卒ご寛容くださいますようお願い申し上げます。 
 以上、略儀ながら書中をもって御礼のご挨拶を 
申し上げます。 
 末筆ではございますが、皆様の今後のますます 
のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。 
  
               謹白 
                2022年8月吉日 

学術奨励賞および大会長賞 （敬称略） 

 
・学術奨励賞（北関東）：演題番号 47 
 「整形領域における異なる受信Coil特性の基礎的検討 
             ～AIR Coilの有用性について～」  
  大川 竜也（公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院） 
 
 
・学術奨励賞（南関東）：演題番号 33 
 「放射線治療患者への栄養食事指導の導入」  
                土谷 健人（公立福生病院） 
  
・大会長賞：演題番号 S-10 
 「経時的に異なるデータセットを用いたWB-DWI領域抽出法の精度検証」  
           小池 真汐（群馬県立県民健康科学大学） 
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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7月30日（土）9：00～18：00    
                        参加人数 44名 
     第2回  令和4年7月31日（日）9：00～18：00  
                        参加人数 44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88名が修了いたしました。 

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 

  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 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
  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。 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2022ぐんま 

日 時 2022年10月8日(土）14:00~20:00 
 
会 場 ALSOKぐんま総合スポーツセンターふれあいグラウンド 
    （群馬県前橋市関根町800）  

群馬県診療放射線技師会も参加します 

（土曜日） 9：00～18：00 終了 
（日曜日） 9：00～18：00 終了 
（土曜日） 9：00～18：00 
（日曜日） 9：00～18：00 
（土曜日） 9：00～18：00 
（日曜日） 9：00～18：00 

第1回 2022年 07月30日 
第2回 2022年 07月31日 
第3回 2022年 10月29日 
第4回 2022年 10月30日 
第5回 2023年 01月下旬 
第6回 2023年 01月下旬 

【開催決定】 



         
                    
                        
                       
          

 2021年度表彰について  

2022年06月25日～26日 

（敬称略） 

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10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 

・ホッチキス  
・ピンク色 
 ・花壇 

散財してしまいそう。 

・石鹸 
 ・オレンジ色 
 ・体育館 

ストレッチしよう。 

・ノート  
・藍色 
 ・屋上庭園 

思い込みに注意。 

・木工品 
 ・水色 
 ・海水浴場 

欲しかった物が！？ 

・時計  
・黄色  
・アンギオ室 

早起きが吉。 

・指輪  
・青色  
・車 

迷ったらやめよう。 

・パソコン 
 ・赤色 
 ・事務室 

今なら出来るかも！？ 

・新聞  
・紫色  
・ラウンジ 

ラジオを聞くと吉。 

・教科書  
・虹色 
 ・教会 

深呼吸をしてみよう。 

・カード  
・黄緑色 
 ・観覧車 

寝坊に注意。 

・化粧品  
・カーキ色 
 ・小学校 

居眠りに注意。 

・履歴書 
 ・緑色 
 ・ホームセンター 

笑顔を忘れずに。 

Hoku-Lele  
Produce by 

募集 

群馬県総合表彰を受賞して 
前橋城南病院 中山 正人 

 
 令和4年5月20日に群馬会館にて群馬県総合表彰を授与されました。 
 総受賞者１３３名中、保健部門では１３名の受賞者がおりました。受賞者の方々は元総合病院看
護部長だった方や元○○病院院長などの職歴の方々の中で診療放射線技師としての受賞は私一人で
した。 
 診療放射線技師として働き始め、３８年以上の月日が流れましたが、今まで様々な先生方、また
いろいろな病院の先輩放射線技師及び同僚、後輩達との関わりの中で、常に医学の進歩に遅れない
ように勉強していられたこと、また、病院でのいろいろな職種の方々や数多くの患者様とのふれあ
いで社会性の多くを学ぶことができました。 

 今回このような評価を頂き表彰されたことは、毎日の放射線
技師としての仕事の中で、群馬県診療放射線技師会の理事の皆
さんや仕事上関係した病院の技師の皆さんの支援により、診療
放射線技師としての技術面や仕事上でのメンタル面で大きく支
えて頂いたため、約20年近く群馬県診療放射線技師会を続けて
こられた事が大きな財産でありいちばんの理由だと思います。 
 私はあと何年技師を続けられるかわかりませんが、高崎での
関東甲信越診療放射線技師学術大会の時に、実行委員として協
力してくれた方や演題を発表してくれた技師や技師の卵の方の
ような優秀な若い方々がますます活躍・発展していくことを確
信しております。 

日本診療放射線技師会功労表彰 
後閑 隆之 

日本診療放射線技師会功労表彰 
川島 康弘 

mailto:webstaff@gunmart.jp

