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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 

日 時 2022年10月8日(土）14:00〜20:00  開催されました。 
 
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）  

 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2022ぐんま 



 
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3回  令和4年10月29日（土）9：00〜18：00    
                        参加人数 45名 
      第4回  令和4年10月30日（日）9：00〜18：00  
                        参加人数 45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90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。 

（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 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 

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21日 
第6回 2023年 01月22日 

上部消化管実技 

  告示研修は、遅刻・早退は認められませんので   
     時間には余裕を持って行動お願いします。 

動脈実技 

静脈実技 

下部消化管実技 静脈（核医学・CT・超音波) 

告示研修（実技研修）については、JART会員情報システムから
お申込みください。 



2022 年度 群馬県がん検診エックス線撮影従事者講習会  

第3回 群馬県診療放射線技師会・群馬県臨床検査技師会 
合同勉強会 

日 時 2022年11月10日(木）19:00〜21:00 
 
会 場 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  
 
プログラム 
19:00 開会の挨拶 
19:05 心疾患について~臨床検査技師の立場から  
    『検査技師が見る心疾患の基礎』 石井 智晃 先生 (公立富岡総合病院 臨床検査技師)  
19:50 休憩 
20:00 心疾患について~診療放射技師の立場から~  
    『心疾患の画像診断』 友野 貴史 先生 (沼田脳神経外科循環器科病院 診療放射線技師) 
20:40 質疑応答 
 

 今回は、心疾患に関する合同勉強会になります。 
 
 
お問い合わせ 
 群馬県診療放射線技師会 企画推進部 部長 高柳美希 
 群馬県臨床検査技師会       副会長        関根美智子         

（３回開催） 
第１回 10 月 11 日（火）19：00〜21：00  （終了） 
 （１）演題名：『 乳がん検診の現状とマンモグラフィの最新情報 』 
 （２）演題名：『 マンモグラフィ所見のカテゴリー分類 』 
    講 師：ぐんまマンモグラフィ向上委員会 代表 新井 敏子 氏 
 
第２回 11 月 08 日（火） 19：00〜21：00 
    演題名：『 うっかりミスはなぜ起きる ―そのメカニズムと防止対策を考える― 』 
    講 師： 群馬県立県民健康科学大学 准教授 五十嵐 博 氏 
 
第３回 12 月 06 日（火） 19：00〜21：00 
    演題名：『 胃がん検診発見症例の詳説 』 
    講 師：（公財）群馬県健康づくり財団診療所 院長 茂木 文孝 先生 
     
    ＊ 第 3 回のみ、会場は（公財）群馬県健康づくり財団 
        第 1 回、第 2 回の会場は、県民健康科学大学 多目的ホール 
        第 3 回のみ、会場は（公財）群馬県健康づくり財団 
  
    定 員：50 名（先着順，講習会当日の警戒度により変更の場合もあります） 
    ＊ 感染状況により、オンライン開催（事前登録制）の場合もあります。 
      オンライン開催に移行する場合は、改めてご連絡いたします。 
    受講料（各回）：群馬県診療放射線技師会員 無料 
            非会員（JART のみの会員、他県技師会員含） 1,000 円 
     
    主 催：一般社団法人 群馬県診療放射線技師会、群馬県 
    後 援： 群馬県立県民健康科学大学 地域連携センター 



         
                    
                        
                       
          

 表彰について  （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、2023年01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  ・ラッキープレイス 

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 

・スマホ  
・茶色 
 ・山頂 

募金すると運気UP 

・ネクタイ 
 ・水色 
 ・魚屋 

新作を買うと吉。 

・小説  
・橙色 
 ・地下室 

おおらかな心で。 

・クッキー 
 ・ピンク色 
 ・心電図室 

スポーツをすると吉。 

・弁当  
・グレー色  
・コンビニ 

祭で偶然出会うかも。 

・絵画  
・白色  
・展望台 

新しいことを始めよう。 

・財布 
 ・金色 
 ・公園 

落とし物に注意。 

・パソコン  
・青色  
・船 

発表するチャンス。 

・漫画  
・黒色 
 ・駐車場 

本を読むと吉。 

・医学書  
・黄色 
 ・ソファー 

困ったら、深呼吸。 

・ボールペン  
・緑色 
 ・売店 

いい知らせがあるかも。 

・新聞 
 ・紺色 
 ・駅 

運気は上がり中。 

Hoku-Lele  
Produce by 

募集 

厚生労働大臣表彰 
後閑 隆之 

◆2022 年度 第 1 回 北毛地区診療放射線技師勉強会開催のお知らせ  
 
日 時：令和 4 年 11 月 29 日(火) 19:00~20:30  
会 場：医療法人恒和会 関口病院 2 階 会議室  
参加費：無料 
フロ゚クラ゙ム  
司会進行 目崎 聡(北毛地区会 世話人) 
19:00~  開会の挨拶  北毛地区会 代表世話人 川上 裕 
19:05~  施設紹介   医療法人 恒和会 関口病院 放射線課 課長 安田 清明 様 
19:20~ 『診療放射線技師の業務拡大について~現状報告と今後~』 
            一般社団法人 群馬県診療放射線技師会 会長 後閑 隆之 様 
19:50~ 『MRI 高速撮像と基礎から最新技術まで』  
            GE Healthcare japan MR 部 モタリ゙ティスヘシ゚ャリスト 吉野 要 様 
20:30~  閉会の挨拶  北毛地区会 世話人 内村 清香  

◆日本診療放射線技師会主催「基礎技術講習MRI検査」 
 
日 程：2023年2月12日（日） 8：50 〜 17：10 
会 場：群馬県立県民健康科学大学 多目的ホール 
内 容：MR装置，基礎原理，パルスシーケンスと画像コントラス，アーチファクト・脂肪抑制・造影 
   ：剤，画像評価・性能評価，安全管理，確認テスト 
 
 詳細は、JART会員情報システムから確認してください。 

mailto:webstaff@gunmart.jp

