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 平成 25年度の日本は、政権交代により新たな方向へと舵を切った。民主党政権時代には党
内の混乱もあり、国内経済の低迷や外交の機能停止など、残念なことに各方面で持続性を失い
四面楚歌に陥ってしまった。特に外交面では、中国（尖閣諸島）や韓国（竹島）との長年の領
有権問題が一気に表面化した。自民党は政権交代直後から、その立て直しに必死になってい
る。安倍総理は積極的な外交や「アベノミクス」の経済政策を掲げ、これまでの遅れを取り戻
すかのように精力的に取り組んでいる。外交については、いつの時代でも継続した取り組みと
周辺の環境変化を読み取る柔軟性が重要であり、現実に難しい舵取りを迫られている。また、
政府は「景気対策」、「憲法改正」、「消費税」、「集団的自衛権」、「TPP」問題などにつ
いて国民には説明不足であり、いかなる組織においても新たな方針や事業計画に対しては説明
責任を果たすべきと考える。 
  次に、明るい話題としては、やはり2020年の東京オリンピック開催決定で停滞していた
国民の気持ちが未来に向かうきっかけになったことは、非常に喜ばしいことである。また、ソ
チオリンピック、パラリンピックでの日本選手の活躍に多くの国民が感動し、スポーツの力を
改めて実感することができた。 
  さて、秋田県診療放射線技師会は平成25年 4月 1日より新しい法人格に移行し、１年間
事業を展開してきた。公益法人は事業の50％以上を公益目的の事業運営を求められているこ
とから、事業計画と予算配分の適正化を図りながら、予定の事業を終えることができた。平成
25年度は専門技術の向上に向けた学術事業9回、日本診療放射線技師会の委託及び共催事業
3回、県の補助金事業1回、管理士セミナー1回、メーカーとの共催事業2回、他団体への後
援事業3回を開催した。また、各支部においても学術的事業やセミナーを開催した。広報活動
としては会誌2回、LATITUDE2回、総会資料を発行している。更に、秋田県診療放射線技師
会が創立60周年を迎えたことを記念し、記念誌を発行すると共に、これまで技師会の発展に
ご尽力いただいた方々をお招きした祝賀会を開催し、秋田県診療放射線技師会の歩みを継承す
ることができた。しかし、各事業へは限られた会員が参加している傾向が多いようであり、今
後はできるだけ多くの会員が参加できる企画を立案することも必要である。また、会員ひとり
ひとりが社会に貢献する専門職として自覚することも重要であると考える。 
  厚生労働省が打ち出している「チーム医療」の基本的考え方は、医療に従事する多種多様
な医療スタッフが各々の高い専門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分担しつつもお互
いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供することとされている。診療
放射線技師の職業が誕生してから63年が経過し、医療の進歩と共に、診療放射線技師の業務
内容が格段の進歩を遂げているにも関わらず、依然として社会的な認知度や医療現場での位置



付けは変わってないのが実情である。この様な状況においては、厚生労働省が打ち出している
「チーム医療」の参画に乗り遅れてしまう可能性があり、その対策として技師法の第26条の
改正と共に技師の読影の補助（検像）への取り組みが最重点課題に挙げられる。 
  今後、更に秋田県診療放射線技師会としても診療放射線技師の職域の発展に向け、専門職
としての知識や技術向上に向けた学習、医療人としての資質の向上の学習、社会奉仕活動など
へ継続的に取組んで行く必要がある。 
 今後も、会員の皆様のご理解とご協力をお願いしたい。 
 
公益社団法人秋田県診療放射線技師会 平成２５年度 事業の概要 
【１．会議】 
総  会   ：第７３回通常総会（平成25年 5月 25日）秋田市にぎわい交流館ＡＵ 
理 事 会   ：第１回（平成25年 4月 19日 14:00～17:00）事務所・研修センター 
        第２回（平成25年 6月 21日 14:00～17:00）ホテルメトロポリタン秋田 
        第３回（平成25年 9月 27日 14:00～17:00）事務所・研修センター 
        第４回（平成26年 1月 26日 14:00～17:00）ホテルメトロポリタン秋田 
常務理事会  ：第１回（平成25年 5月 15日 17:45～20:00）秋田県成人病医療センター 
        
【２．会員状況】 
平成 25年 3月 31日現在 
正 会 員：360名、名誉会員：2名、賛助会員：27名 
会員動向：（平成25年 4月 1日～平成26年 3月 31日） 
新入会員：13名、再入会員：0名、転出者：0名 
転入者：1名、県内異動者：8名、退会者：13名 
 
【３．事業の概要】 
１．放射線技術の普及・啓発事業 
１）レントゲン週間公開事業の開催 
 県民を対象に、放射線に関連する講演会と医用放射線による検査や治療を紹介するパネルの
展示・超音波装置における骨密度測定、リーフレットの配布、がん検診・健 康診断受診への呼
び掛けを行った 
・「医療放射線画像展」 
平成 25年 10月 26日（土） 10：00~16：00 
秋田市民交流プラザ「アルヴェ」１階 きらめき広場 
会費：無料 



一般参加数：329 名以上（運営関係者：35 名と講師2 名） 
２）相談・助言に関する事業 
 当法人のホームページに「医療被ばく相談」を設け、一般の人々を対象とした医療・被ばく
相談に対応した。レントゲン週間公開事業時は、医療放射線画像展のブースに医療医被ばく相
談を設け、その他の放射線検査に関わる相談を行った。 
 
２．調査・研究事業 
診療放射線学及び診療放射線技術の向上を目的に、診療放射線技師の就業実態等を調査し、そ
の結果から問題点の抽出及び対策を検討した。 
・「乳房撮影に関するアンケート」 
期間：平成25年 2月～3月 結果報告：平成25年度乳房撮影技術研修会（平成25年 6月
22日） 
 
３．学会、その他の研修事業 
１）学術大会に関する事業 
診療放射線技師や医療従事者を対象に、年に１回、秋田県放射線技師会学術大会並びに学術講
演会（テーマに即した講演やシンポジウム、会員の研究発表）を開催、県北・県南地域でも学
術大会を開催した。 
・「平成２５年度社団法人秋田県放射線技師会学術大会並びに学術講演会」 
平成 25年 5月 26日（日）9：00～14：00 秋田市にぎわい交流館AU 
会費：5,000 円（会員並びに他職種は無料） 
参加数：116名(会員 102名、賛助会員14名) 
・県北支部総会および第98回放射線技術研究発表会 
平成 26年 2月 22日（土）16：00～17：30、23日（日）9：00～11:00 あきた白神体験
センター第一研修室 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：40名（会員34名、賛助会員6名） 
・中央支部「中央支部事業報告並びに教育セミナー」 
平成 26年 2月 21日（金）18：45～20：45秋田大学医学部総合研究棟 総５講 
会費：無料（軽食代500円） 
参加数：22名（会員22名、賛助会員0名） 
・県南支部「平成25年度総会および学術大会」 
平成 26年 3月 8日（土）13：30～17：30平鹿総合病院講堂 
会費：5,000円（会員、他職種1,000円） 



参加数：43名（会員33名、賛助会員10名） 
２）講演会、講習会等に関する事業 
診療放射線技師や医療従事者を対象に、講演会、講習会及び研修会を開催した。 
・「平成25 年度 乳房撮影技術研修会」 
平成 25年 6月 22日(土) 13:00～17:00 秋田赤十字病院 2 階多目的ホール 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：37名（会員33名、賛助会員4名） 
・「県南支部MRI 勉強会」 
平成 25年 6月 28日（金）18：30～20：00市立横手病院 4階 会議室 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：19名（会員19名、賛助会員0名） 
・「生活習慣病健診従事者講習会」 
平成 25年 7月 6日（土）14：00～17：00秋田赤十字病院多目的ホール 
参加数：42名（会員35名、賛助会員4名、非会員3名） 
・「中央支部 第一回ナイトセミナー」 
平成 25年 8月 3日（金）18：30～19：50 秋田県立脳血管研究センター 2階会議室 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：39名（会員39名、賛助会員0名） 
・「平成25年度ＣＴ技術研修会」 
平成 25年 8月 31日（土）14：00～17：00 秋田大学医学部医学系総合研究棟 総 3講義
室 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：38名（会員33名、賛助会員5名） 
・「治療技術研修会」 
平成 25年 9月 28日（土）9:30～12:00 秋田大学医学部附属病院 放射線治療センター（第
一病棟地下1階） 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：14名（会員14名、賛助会員0名） 
・「県北支部秋季ナイトセミナー」 
平成 25年 10月 4日（金）18：30～20：30 秋田労災病院 ５Ｆ 大会議室 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：36名（会員36名、賛助会員0名） 
・「学術研修会」 
テーマ：覚えておきたい胸部疾患の検査法」 



平成25年 10月 12日（土）14：00～17：00 秋田県立脳血管研究センター 2階講堂 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：50名（会員49名、賛助会員1名） 
・「県南支部上部消化管撮影研修会」 
平成 25年 10月 25日（金）18：00～20：00 平鹿総合病院 会議室 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：50名（会員49名、賛助会員1名） 
・「医療情報研修会・デジタル画像処理技術研修会」 
平成 25年 11月 23日（土）14:00～17:00 秋田県立脳血管研究センター ２階講堂 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：53名（会員44名、賛助会員9名） 
・「上部消化管撮影技術研修会」 
平成 26年 1月 25日（土曜日）14：00～17：00  秋田県総合保健センター 第１研修室 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：28名（会員23名、賛助会員5名） 
・「中央支部 第二回ナイトセミナー」 
平成 26年 1月 31日（金）18：30～20：30 秋田大学医学部総合研究棟 総５講 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：27名（会員27名、賛助会員0名） 
・「平成25 年度 マネジメント研修会」 
平成 26年 2月 1日（土）14：00～17：00秋田市交流プラザ「アルヴェ」洋室C-1 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：33名（会員21名、賛助会員9名、非会員3名） 
・「循環器撮影技術研修会」 
平成 26年 2月 8日（土）13:30～17:20 秋田県立脳血管研究センター ２階講堂 秋田県成
人病医療センター講堂（講義）、2FCT室（実習） 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：29名（会員25名、賛助会員3名、非会員13名） 
 
４．関係団体と連携する事業 
１）後援・委員派遣等の事業 
 秋田県の秋田県健康づくり審議会所管部会や乳がんの患者会である「あけぼの会」、「ピン
クリボン in AKITA 2013」、地域の産業振興と活性化を図ることを目的とした「のしろ産業フ
ェア実行委員会」等と連携・協力し、活動を行った。 



① 後援事業 
・「第２９回母の日キャンペーン・マンモグラフィ無料検診」への参加協力 
平成 25年 5月 12日（日）9：30～12：00  
会場：秋田駅前買い物広場  
参加数：30名（会員6名、非会員24名） 
・「ピンクリボン in AKITA 2013」の後援  
平成 25年 9月 29日（日）11：00～16：00  
会場：秋田市御所野 イオンモール秋田  
参加者 18名。 
・のしろ産業フェア２０１３「産業振興展」 
平成 25年 10月 26日（土）9：30～16：00 能代市総合体育館 
会費：無料  
参加数：33名（会員33名、賛助会員0名） 
 
２）公益社団法人日本診療放射線技師会との連携事業 
 日本診療放射線技師会が主催する事業への協力、各種会議への派遣。 
①第 29回日本診療放射線技師学術大会への協力（平成25年 9月 20日～22日）島根県民会
館 
②日本診療放射線技師会との共催事業 
・フレッシャーズセミナー 
平成 25年 6月 9日（土）10：00～18：00 秋田県立脳血管研究センター 2階講堂  
会費：無料 
参加数：29名（会員21名、賛助会員40名、非会員4名） 
・Ｘ線ＣＴ認定技師指定講習会 
平成 25年 10月 19,26 日（土）13：00～16：00 秋田大学医学部総合研究棟 総６講 
会費：10,000円（会員6,000円） 
参加数：87名（会員87名） 
・静脈注射（針刺しを除く）講習会 
平成 25年 5月 11日（土）9：00～17：25秋田赤十字病院 多目的ホール 
会費：10,000円（会員2,000円） 
参加数：49名（会員49名） 
・静脈注射（針刺しを除く）講習会 
平成 26年 2月 15日（土）10：00～17：00 秋田大学医学部附属病院 シミュレーション
教育センター 



会費：10,000円（会員2,000円） 
参加数：46名（会員46名） 
③各種会議への派遣 
・日本診療放射線技師会定期総会、公益社団法人秋田県看護協会総会、東北地域会長、教育委
員会議、日本診療放射線技師会ワークショップ、日本診療放射線技師会理事会、東北放射線医
療技術学術大会プログラム委員会、秋田大学次世代がん治療推進専門家養成プラン運営諮問委
員会等 
 
３）その他関係団体との共催事業 
第 5 回管理士セミナー 
平成 25年 9月 7日（土）13：30～17：00 にぎわい交流館 AU ４Ｆ 研修室１ 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：12名（会員12名、賛助会員0名） 
 
５．情報提供事業 
県民の健康増進、福祉の向上及び診療放射線の知識を啓蒙することを目的に、会誌・情報 誌を
発行する。 
１）情報紙の発行 
｢AART NEWS LATITUDE 40N 通巻 61｣ 発行 
発行日：平成25年 8月 22日 
発行部数：600部 
発行対象：会員、各都道府県放射線技師会、高校進路指導部60校、中学進路指導部24校、
大学短大図書館15施設、医療関係17団体、報道関係10社、秋田県立図書館、室蘭ラーメン
八屋 ｢AART NEWS LATITUDE 40N号外（１－4）｣ 発行日：平成26年 2月 15日 
発行対象：会員 内容：平成26・27年度（公社）秋田県診療放射線技師会 選挙告示、平成
26年度(公社)秋田県診療放射線技師会 学術大会開催案内ならびに演題募集のお知らせ、救理
部：母の日キャンペーンのお知らせ、総務：会費合算のお知らせ 
｢AART NEWS LATITUDE 40N 号外（１-4）｣ 発行 
発行日 ： 平成 26 年 2 月 15 日 
発行部数： メール配信 
発行対象： 会員 
内容  ： 平成 26・27年度（公社）秋田県診療放射線技師会 選挙告示、平成26年度(公
社)秋田県診療放射線技師会 学術大会開催案内ならびに演題募集のお知らせ、救理部：母の日
キャンペーンのお知らせ、総務：会費合算のお知らせ 



２）広報紙の発行 
｢60周年記念誌｣ 
発行日：平成25年５月７日 
発行部数：600部 
発行対象：会員、各都道府県放射線技師会、高校進路指導部60校、中学進路指導部24校、
大学短大図書館15施設、医療関係17団体、報道関係10社、秋田県立図書館、室蘭ラーメン
八屋 「会 誌 51号」発行 発行日：平成26年 1月 15日 発行部数：600部 発行対象：
会員、各都道府県放射線技師会、高校進路指導部60校、中学進路指導部24校、大学短大図
書館15施設、医療関係17団体、報道関係10社、秋田県立図書館、室蘭ラーメン八屋 「会 
誌 51 号」発行 
発行日 ： 平成 26 年 1 月 15 日 
発行部数： 600 部 
発行対象： 会員、各都道府県放射線技師会、高校進路指導部60 校、中学進路指導部24 
校、大学短大図書館15 施設、医療関係17 団体、報道関係10 社、秋田県立図書館、室蘭ラ 
ーメン八屋 
３）その他リーフレットの頒布 
「医療放射線画像展」リーフレット 
「安心してマンモグラフィを受けていただくために・・・」リーフレット 
「（社）秋田県放射線技師会」リーフレット 
頒布対象：一般市民 
頒布日 ：平成25 年 5 月 12 日（母の日キャンペーン） 
     平成 25 年 9 月 29 日（ピンクリボンキャンペーン in AKITA） 
     平成 25 年 10 月 26 日（医療放射線画像展） 
     平成 25 年 10 月 26,27 日（のしろ産業フェア2013） 
 
６.その他の事業（相互扶助等事業） 
 会員の福利厚生として慶弔への対応、会員相互の親睦・交流に関する事業、表彰事業、 診療
放射線技師や医療従事者を対象にメーカーとの共催による学術講演会、法人管理運営 に関する
事務処理、公益法人移行への対応を行った。 
１）会員の福利厚生に関する事業 
・会員の慶弔：祝電:８件、弔電:７件 
２）支部会員相互の交流と親睦に関する事業 
・県北支部 「ユニカール」  
平成 26年 2月 22日（土）14：30～15：30 白神交流センター 室内運動場 参加数：23



名 
・中央支部 ボーリング大会・懇親会  
平成 25年 10月 4日（土）18：30～22：00 ロックンボール（ボーリング）、村さ来（懇
親会） 
会費：4,000円  
参加数：20名（会員20名、賛助会員0名） 
・県南支部 なし 
３）表彰事業 
社団法人日本放射線技師会、社団法人秋田県放射線技師会、行政機関等からの表彰受彰候 補者
推薦依頼に対し選考および審査のうえ推薦を行った。 
・平成25年度公益社団法人日本診療放射線技師会勤続30年表彰：１名 秋田赤十字病院 
田口 浩 
・平成25年度公益社団法人日本診療放射線技師会勤続50年表彰：該当者なし 
・公益社団法人秋田県診療放射線技師会功労賞：3名・学術功労賞：1 名  
平成 25年 5月 25日 にぎわい交流館AU（3F）多目的ホール） 
功労賞：市立秋田総合病院 沼田 義信、秋田赤十字病院 田口 浩、中通総合病院 柴田 
輝雄 
学術功労賞：秋田県成人病医療センター 佐々木 文昭 
・平成25年度環境・保健事業功労者知事表彰：3名  
平成 25年 10月 23日 秋田県庁「正庁」  
市立秋田総合病院 沼田 義信、秋田赤十字病院 田口 浩、中通総合病院 柴田 輝雄 
・診療放射線業務功労者の厚生労働大臣表彰、叙勲、褒賞:該当者なし 
４）メーカーとの共催事業 
エーザイ株式会社との共催事業 
・第 11回秋田CT テクノロジーフォーラム 
平成 25年 7月 20日（土）14:30～18:10 第一会館 本館 4F 
会費：5,000円（会員、他職種の方 1,000円） 
参加数：56名（会員51名・賛助会員4名・非会員1名） ・第 54回秋田県南放射線講演会 
平成 25年 10月 31日（木）18:30～20:00 
大曲エンパイヤホテル 
５)法人管理に関する事務処理等 
①管理運営に関する事務処理等 
・会員管理、新規会員入会促進、理事会、総会の開催と議事録の作成・保管、法人として の諸
手続きを実施、刊行物の発送、研修会事務所管理68 回、その他除草、除雪を行った。 



②財務に関する事務処理等 
・財務諸表・予算書の作成、会計業務、資産管理、会費請求、税理士への相談等を行った。 

以上 

 


