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１．総 務 報 告
１）会員の動向（平成２７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

１９１０名
６８名
３名
８名
９名
５２名
３２社

彰（敬称略 会員番号順）

（１）(公社)日本診療放射線技師会会長表彰
第３１回日本診療放射線技師学術大会開会式において表彰式 （京都府開催）
①永年勤続５０年
伊藤 求
武田 典明
以上 ２名
②永年勤続３０年
勝田 厚
東 直樹
伊藤 光久
平井 智徳
二村 彰一
中村 仁雄
松下 喜敬
小林 和美
伊藤 良雄
水野 貴之
井田 義宏
鎌田 貴夫
清水 郁男
島田 倉明
桑原 和義
小嶋 裕典
佐久間 庸行 槙本 孝之
花井 光夫
伊佐治 嘉弘
下春 和彦
伊藤 暢子
太田 大喜
横山 恵太
峰村 郁夫
山内 一弘
興梠 徳朗
竹内 藤雄
安井 英敏
土川 務
今井 立春
坂田 久明
加藤 裕也
志賀 隆好
以上 ３４名
（２）(公社)愛知県診療放射線技師会会長表彰
①継続会員３０年以上表彰
麻生 浩一
井田 義宏
伊藤 光久
伊藤 雄二
伊藤 良雄
大島 正義
小椋 国市
梶田 稔
加藤 永芳
鎌田 貴夫
河合 聖己
桑原 和義
小嶋 裕典
小林 和美
柴田 義久
島田 倉明
島田 泰樹
清水 郁男
鈴木 康夫
関山 泰右
高橋 弘也
田中 武志
寺山 英臣
土居 太
外山 和男
中村 仁雄
新美 晋二
長谷川 博
平井 智徳
平野 伸幸
二村 彰一
松下 喜敬
水野 貴之
水野 雅
森 章司
山内 雅人
山下 哲也
山田 昌広
吉田 龍彦
以上 ３９名（あ順）
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
４回
５回

（２）部会等
組織調査部
広 報 部
ホームページ運用打合せ会議
ホームページ委員会メール会議
学 術 部
研修会打ち合わせ会議
総会運営委員会
選挙管理委員会
公益法人に関する会議

１回
２回
１回
１７回
２回
４回
１回
１回
２回
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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 ： 平成２６年 ５月１４日（水） 午後８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．
（公社）日本診療放射線技師会について
２．
（公社）愛知県診療放射線技師会について
３．その他
第２回常務理事会
日 時 ： 平成２６年 ８月 ４日（月）
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．(公社) 日本診療放射線技師会について
２．
（公社）愛知県診療放射線技師会について
３．第7回ＣＣＲＴ開催について
４．部会報告
５．その他
第３回常務理事会
日 時 ： 平成２６年１１月１２日（水）
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．第７回ＣＣＲＴについて
２．
（公社）日本診療放射線技師会について
３．部会報告
４．第５６回東海四県放射線技師学術大会について
５．その他
第４回常務理事会
日 時 ： 平成２７年 １月 ８日（木）
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．中日本会長会議について
２．
（公社）愛知県診療放射線技師会について
３．第7回CCRTについて
４．その他
第１回理事会
日 時 ： 平成２６年 ４月 ９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
議 題 ： １．(公社) 日本診療放射線技師会について
２．
（公社）愛知県診療放射線技師会について
３．第49回定期総会について
４．部会報告
５．その他
第２回理事会
日 時 ： 平成２６年 ８月 ５日（火） 午後６時からから
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．(公社) 日本診療放射線技師会について
２．
（公社）愛知県診療放射線技師会について
３．部会報告
４．第7回ＣＣＲＴ（中日本放射線医療技術学術大会）について
５．その他
第３回理事会
日 時 ： 平成２６年１０月１６日（木） 午後６時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．
（公社）愛知県診療放射線技師会について
①第７回中日本放射線医療技術学術大会 内容説明
②第56回東海四県放射線技師学術大会の内容検討
２．
（公社）日本診療放射線技師会について
３．その他
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第４回理事会
日 時 ： 平成２６年１２月２５日（木） 午後６時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．
（公社）日本診療放射線技師会について
２．
（公社）愛知県診療放射線技師会について
３．部会報告
４．その他
第５回理事会
日 時 ： 平成２７年 ３月１７日（火） 午後６時から
場 所 ： （公社）愛知県診療放射線技師会 研修室
議 題 ： １．
（公社）日本診療放射線技師会について
２．
（公社）愛知県診療放射線技師会の動向について
３．部会報告
４．平成27年度事業計画(案)・予算(案)について
５．その他

２．総会関連事業
第４９回（公社）愛知県診療放射線技師会通常総会開催
日時
平成２６年５月２４日（土）午後１時００分～２時１０分
会場
愛知県産業労働センターウインクあいち 小ホール２
正会員数 １，８４７名
出席会員数 ６５名 委任状 １０５８名 合計 １，１２３名
議案
第１号議案 平成２５年度総務報告
第２号議案 平成２５年度事業報告
第３号議案 平成２５年度収支決算報告
第４号議案 平成２５年度監査報告
第５号議案 平成２６年度事業計画（案）
第６号議案 平成２６年度収支予算（案）
第７号議案 その他

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を行いました。併せて医療における診療放射線技師の役割についても
理解していただきました。平成23年度は下記の三地区において開催できました。
内容
（１）医療放射線、医療被ばくに関するＰＲパネル展示
（２）各種臨床画像の供覧
（３）医療放射線に関する相談
（４）医療放射線検査のＶＴＲ放映
（５）パンフレット〈医療用放射線Ｑ＆Ａ〉の配布
（６）医療放射線クイズ
（７）
「超音波で遊ぼう！」など
①第２５回 尾西地区医療放射線展開催（一宮市市民健康まつり）
日時
平成２６年 ９月 ７日（土）
会場
一宮市スポ－ツ文化センタ－
対象
県民一般
来場者 大人 ６５８名 小人 １７１名 計８２９名
従事者
１８名（尾西地区及び県役員他）
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②第１５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）
日時
平成２６年１０月２６日（日）
会場
刈谷市総合健康センター
対象
県民一般
来場者 大人 ４８７名 小人 ３１５名 計８０２名
従事者
１３名（西三地区及び県役員他）
③第２５回 知多地区医療放射線展開催（半田市セカンドライフフェスティバル）
日時
平成２６年１１月２３日（日）
会場
半田市さくら小学校
対象
県民一般
来場者 大人 ２０８名 小人２４名 計 ２３２名
従事者
６名（知多地区及び県役員他）

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 最先端技術｢ハイブリッドＯＲの現状と将来展望」～診療放射線技師の役割～
講演１．｢ハイブリッド手術の現状と今後」－それはチーム医療の現場である－
岡崎市民病院心臓血管外科総括部長 湯浅 毅 先生
講演２．
「当院のハイブリッド手術室の稼働状況」
－診療放射線技師の立場から－
岡崎市民病院 医療技術局放射線室 近藤 春華 会員
講演３．
「最新ハイブリッドＯＲシステムの基礎と臨床」
フィリップスエレクトロニクスジャパン ヘルスケア事業部
Ｘ-rayモダリティースペシャリスト 和泉 勇紀 氏
日時
平成２６年 ６月１４日（土）１４：００～１７：００
会場
名古屋第二赤十字病院 第３病棟１階 研修ホール
参加者 ４５名 （内 非会員１２名）
②第２回研修会
内容 「放射線技術の標準化に向けて」
・技術講演『バイプレーン方式全身撮影装置 EOS/ ster EOSについて』
講師 名城病院 放射線部室長 山田 誠一 先生
・パネルディスカッション 『今こそ解決！ポータブル撮影の疑問と苦悩』
日時
平成２６年１０月１８日（土） １４：００～１７：００
会場
愛知医科大学 大学本館301講義室
参加者 ７５名 （内 非会員１１名）
③第３回研修会
内容 「医用画像と情報処理技術」
＊＊検像業務と読影補助の現状と将来＊＊
第１部 教育講演 『地域医療連携サービスC@RNA Connectの現状と将来』
講師 富士フイルムメディカル株式会社
ＩＴソリューション事業本部 事業推進部
医療情報連携グループ 鈴木 邦彦 氏
第２部 パネルディスカッション
『検像業務と読影補助の現状と将来』
日時
平成２６年１１月２９日（土） １４：００～１７：００
会場
だいどうクリニック ５階 講堂
参加者 ６５名 （内 非会員１１名）
④第４回研修会
内容 「社会人のための基礎医学講座」
『運動器の解剖学概論』
講師 名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻医用量子科学講座
本間 光彦 先生
日時
平成２７年 ２月 ７日(土） １４：００～１７：００
会場
名古屋市立大学医学部研究棟１１Ｆ 講義室Ａ
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４６名 （内 非会員 ８名）

⑤第２６回(公社)愛知県診療放射線技師会学術大会開催
日時
平成２７年 ３月２２日（日） １３：００～１７：１０
会場
名古屋市立大学病院 中央診療棟３階大ホール
内容
（１）会員研究発表
１３題
（２）特別講演
演題 「大腸がん内視鏡診断の基礎」
講師 藤田保健衛生大学 坂文種報德會病院 消化器内科
教授
芳野 純治 先生
参加者 １１８ 名 （内 非会員６名）
⑥寺子屋シリーズ
第９回
日時
会場
内容
講師
参加者
第１０回
日時
会場
内容
講師
参加者

寺子屋シリーズ 「消化器研修会（上部消化管透視）
」
平成２７年 ２月２１日（土）１４：３０～１７：００
愛知県診療放射線技師会 研修室
胃Ｘ線検査の撮り方と読み方
山下病院 大島 暑四 氏
３７名 （内 非会員 ６名）
寺子屋シリーズ 「超音波研修会（腹部）
」
平成２７年 ３月１４日（土）
愛知県診療放射線技師会 研修室
超音波検査における腹部+消化管（急性腹症中心）の撮り方と読み方
刈谷豊田総合病院 前田 佳彦 会員
２２名 （内 非会員 ４名）

２）共催事業
①第１７回さつきセミナーの開催
日時
平成２６年５月２４日（土）１４：００～１６：３０
会場
愛知県産業労働センター ウインクあいち
内容
講演１．
『診療放射線技師の未来像』
講師 岐阜医療技術科学大学
放射線技術科 保健科学部 教授 井戸 靖司 先生
講演２.『脳神経核医学の基礎と臨床
－定量画像と神経受容体イメージングを中心に－』
講師 藤田保健衛生大学 医学部
放射線医学教室
教授 外山 宏 先生
参加者

９０名

（内 賛助会員 名 非会員 名）

②第１４回サマーセミナーの開催
日時
平成２６年 ８月２３日（土） １４：００～１６：００
会場
電気文化会館 ５Ｆイベントホール
内容
特別講演Ⅰ 『乳腺検査の耳寄りな話』
演者
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
放射線技術科 副部長 桑山 真紀 先生
特別講演Ⅱ 『乳腺診療のＭＲＩ画像診断について』
演者
名古屋大学医学部附属病院
放射線部
准教授 佐竹 弘子 先生
参加者

１１８名

（内 非会員 ２７名）

③第２５回放射線技師フォ－ラムの開催
日時 平成２６年１１月２０日（木） １９：００～２０：２０
会場 愛知県産業労働センター ウインクあいち ９０１会議室
内容 『急性腹症の画像診断：どう撮り、どう読むか？』
講師
参加者

聖マリアンヌ医科大学 救急医学
講師

７５名

松本 純一 先生

（内 非会員

３名）
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④第１５回新春セミナー
日時 平成２７年 １月２０日（火） １８：３０～２１：００
会場 名鉄ニューグランドホテル ７階 椿の間
内容 特別講演１ 『技師会が推奨する被ばく低減認定施設取得に向けて』
講師

公益社団法人日本診療放射線技師会
専門官 諸澄 邦彦 先生
特別講演２ 『患者対応（技）術について』
講師 朝日新聞東京本社診療所（元慈恵医大第３病院技師長）
松原 馨 先生

参加者

１０８名

（内 県外会員 ２名 非会員 １０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 平成26年7月20日（日） ９：００～１６：３０
会場 愛知医科大学 本館301講義室
内容 プログラム
9:00～9:10 開講式
9:10～9:40 「診療放射線技師の役割
日本診療放射線技師会・愛知県診療放射線技師会の役割」
講師 (公社)愛知県診療放射線技師会
会長 佐野 幹夫
((公社)日本診療放射線技師会 副会長)
9:40～10:10 「診療放射線技師の生涯教育」
講師
（公社）愛知県診療放射線技師会 常務理事 中村 勝
10:20～10:50 「マナー・エチケット」
講師
刈谷豊田総合病院 放射線技術科 副部長 桒山 真紀
11:00～12:00 「感染対策」
講師
愛知医科大学病院感染管理室 看護師長 加藤 由紀子 先生
12：00～12：45 ランチョンセミナー
13：00～14：00 「医療安全」
講師 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 放射線部 副部長 杉本 政司
14:10～16:10 「胸部単純撮影講座」
講師 名古屋大学大学院 医学系研究科医療技術学専攻
医用量子科学講座
本間 光彦
16:10～16:30 閉講式
参加者 ６１名
②静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会 （２回実施）
日時 平成26年11月16日（日）
平成26年11月30日（日）
会場 愛知医科大学本館 ３０２、３０４講義室
内容 プログラム
9:20～9:30 開講式
9:30～10:15 「静脈注射に関わる診療放射線技師の法的責任・
絶対的医行為・相対的医行為」
〈ビデオ〉
講師 医療安全関係 診療放射線技師
10:15～11:00 「薬剤（造影剤）関する知識・造影剤の基礎知識
①薬物動態②副作用③禁忌 」
〈ビデオ〉
講師 薬剤関係 薬剤師
11:00～12:00 「静脈注射と感染管理・静脈注射の清潔操作・
血管留置カテ（BSI）感染防止・針刺し事故対策」
〈ビデオ〉
講師 感染関係 認定看護師
13:00～14:00 「合併症への対応・アナフィラキシーショック・
静脈炎・血管外漏出・RSD・抜針時の注意」
〈ビデオ〉
講師
医師

第 50回 定 時 総 会 資 料

14:15～15:45
15:45～16:00
参加者

愛知県診療放射線技師会会誌

Vol.27

No.1

抜針の実際及び修了試験
閉講式

11月16日
11月30日

４４ 名
４４ 名

③ 診療放射線技師基礎技術講習 「核医学検査」 中日本地域
日時 平成26年12月14日（日）
会場 愛知医科大学 本館 ３０２講義室
内容 プログラム
8:50～9:00 開講式
9:00～9:45 ガンマカメラシステム１
講師 岐阜医療科学大学 片桐 哲朗
9:45～10:30 ガンマカメラシステム２
講師 岐阜医療科学大学 片桐 哲朗
10:45～11:30 SPECT検査技術１
講師 愛知医科大学病院 東 直樹
11:30～12:15 SPECT検査技術２
講師 刈谷豊田総合病院 青木 卓
13:15～14:00 PET検査システム
講師 藤田保健衛生大学 夏目 貴弘
14:00～14:45 PET検査技術
講師 名古屋大学医学部付属病院 山下 雅人
14:55～15:40 装置安全管理
講師 名古屋第二赤十字病院 杉本 美津夫
15:40～16:25 核医学治療
講師 名古屋大学医学部付属病院 阿部 真治
16:45～17:15 臨床技術能力検定
17:15～ 閉講式
参加者

３１名

４）地域の学術大会や研究会などへの参加
①第７回中部放射線医療技術学術大会の開催
（第２３回中日本地域放射線技師学術大会・第４９回日本放射線技術学会中部部会学術大会）
日時 平成２６年１１月 １日（土）～２日（日）
会場 名古屋国際会議場
主催 中日本地域放射線技師会
大会テーマ： 「すべては未来のために」
内容
会員研究発表
特別講演 『曲がるＸ線を捉える高感度Ｘ線撮影技術の開発』
講師
東北大学 多元物質科学研究所
教授 百生 敦 先生
特別企画
テーマ 「すべては未来のために」
シンポジウム
「すぐに役立つ最新医療放射線技術」
教育セミナー
教育セミナー１ 「がんを打ち砕く最新放射線治療－がん粒子線治療入門－」
教育セミナー２ 「これからの線量管理と医療情報システムの活用」
教育セミナー３ 「乳房検査の現状について」
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教育セミナー４ 「診療放射線技師の業務拡大への対応
－診療放射線技師法の一部改正を受けて 我々は何をすべきか－
人材育成セミナー 「未来に通じる人材育成の取り組み」
新人及び教育者に対する教育から、新たなキャリアフレームの構築を目指し
て
参加者 １４０名
②第５６回東海四県放射線技師学術大会
日時
平成２７年 ２月１５日（日） ９：００～１６：００
会場
メルパルク名古屋 ２階 瑞雲の間
内容 「チーム医療における読影補助業務を考える」
講演１「チームスポーツと対比して考える”チーム医療”の重要性
－診療放射線技師はどのポジションでチームに関るのか！？－」
中部大学 生命健康科学部 准教授 伊藤 守弘 会員
講演２ 「各施設におけるチーム医療の実践」
①名古屋第二赤十字病院「メディカルコーチング」 有賀 英司 会員
②浜松医療センター 「放射線治療」
鈴木 康治 会員
③大垣徳洲会病院
「救急医療」
西田 宗生 会員
ランチョンセミナー
「当センターの読影における診療放射線技師の役割について」
一般社団法人 岡崎市医師会 公衆衛生センター
藤井 昭人 会員 後藤 孝之 会員
特別講演 「Aiの現状と課題」
一般財団法人Ai情報センター 代表理事 山本 正二 先生
シンポジウム 「チーム医療における読影補助」
①CT(大腸CT)
：山下病院
山﨑 通尋 会員
②乳房
：刈谷豊田総合病院 桒山 真紀 会員
③US
：富士市立中央病院 澤口 信孝 会員
④救命救急、血管撮影：大垣市民病院
竹中 和幸 会員
愛知県会員 114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21条に基づき ５月２９日各地区に助成金を交付

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）平成２６年 ４月２３日
２）平成２６年 ７月１０日
３）平成２６年１０月 ６日
４）平成２６年１２月１９日
５）平成２７年 １月２７日

７．会員親睦事業

愛知県診療放射線技師会誌２６巻１号（153）発刊
「愛放技通信 №７３号」発刊
「愛放技通信 №７４号」発刊
愛知県診療放射線技師会誌２６巻２号（154）発刊
「愛放技通信 №７５号」発刊
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１）第１６回 ソフトボール大会 開催
日時
平成２６年１０月１２日（日） 午前９時～
会場
デンソー高棚グランド
参加者 １２０名

８．第７回県民公開講座の開催
日時：平成２６年１１月２日（日） １２：００開場
場所：名古屋国際会議場
内容：家族で地域で医療で支える認知症
－認知症を理解し、上手に付き合うマル得セミナー－
専門医、診療放射線技師、看護婦、社会福祉士が最新知見・最先端の画像診断に
ついてお話しします。
（１）講演
講演Ⅰ 『診療放射線技師から見た認知症の画像診断と検査の実際』
名鉄病院 放射線科
放射線技師
桂川 善貴 技師
講演Ⅱ 『認知症を支える医療機関の役割』
名鉄病院認知症疾患医療センター
係長 専従看護師 社会福祉士 堀田 晴美 様
講演Ⅲ 『地域で認知症の人と家族を支える社会資源』
名古屋市認知症相談支援センター
次長
染野 徳一 様
講演Ⅳ 『認知症の診断と対応』
岐阜大学大学院医学系研究科 神経内科・老年学分野
教授
犬塚 貴 先生
（２）超音波を用いた骨密度測定体験
（３）ミニコンサート 弦楽四重奏
Quartet Ahoj (ｶﾙﾃｯﾄ･ｱﾎｲ)愛知県立芸術大学学生
参加者：１９７名

