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 平成 24年は低迷する世界的経済の影響から、多くの国で失 業問題が深刻化し、未だ改善の
兆しは見えていない。社会情 勢は混迷の度合いを増している中、大国といわれるロシア、フ 
ランス、中国では指導者が交代し、アメリカではオバマ大統領 が再任された。今後、世界の指
導者達がどの様に国を立て直 していくかが注視されている。日本でも民主党から自民党に 政
権交代し、安倍総理大臣が再登板することになった。低迷 する経済、東日本大震災からの復
興、若者の就職難、国の防 衛体制、少子高齢化問題など、日本が抱える多くの課題に対 し、
どの様に現状を改善していくのか、新しい指導者の舵取り に期待される部分も多い。 
 平成 25年度、我々は公益社団法人秋田県診療放射線技師 会として新たな出発を迎え、これ
まで以上に診療放射線技師 としての資質と責任が問われることになる。それを踏まえ、平 成
25年度の事業は、「放射線技術の普及・啓発事業」、「調査 研究事業」、「学会、その他の
研修事業」、「関連団体と連携 する事業」、「情報提供事業」、「メーカーとの共催事業」、
「そ の他この法人の目的を達するために必要な事業等」を中心 に、公益社団法人としての役
割を果たすため積極的事業を 展開していく所存である。 
 平成 16年から、厚生労働省は現在の医療社会の動向を鑑 み、病院や診療所で働く医療職種
の専門性を活かす方向で 「チーム医療」のあり方について検討している。診療放射線技 師に
ついては、専門性の更なる活用の観点から、画像診断等 における読影の補助や放射線検査等に
関する説明・相談を 行うことが可能である旨を明確化し、診療放射線技師の活用 を促すべき
である、との方向性が示されている。また業務の拡 大については、注腸検査業務、静脈注射
（穿刺を除く）業務、 核医学検査の行為については法的に明文化するよう準備が 進められて
いる。業務の拡大の実地には「教育等により安全 性を確保した上での行為である」と示されて
いることから、業 務の拡大に向けた教育事業にも取り組んでいく所存である。 
 平成 25年度は、公益社団法人として社会に評価される職能 団体となるべく質の高い医療技
術を提供できるよう、積極的に 事業展開していく所存である。 
 会員の皆様には、より一層のご理解とご協力をお願いする 次第である。 
 
【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
び掛けを行う。 
 



医療放射線画像展 

平成 25年 11月 2日（土）9：00～17:00 会場：未定 
参加費：無料 プログラム：未定 予定講師：未定 
 
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
に対応する。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も行う。 
 
【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、対策を検討する。 
 
マンモグラフィ実態調査 
平成 25年 4月 対象：マンモグラフィ実施施設 
調査結果は、研修会並びに当法人のHPで公開する。 
 
【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）を開催する。また、県 内３
地域（県北、中央、県南）でも各支部が主体となって年に １回、学術大会並びに学術講演会を
開催する。 
 
秋田県放射線技師会総会・講演会 
平成 25年 5月 25日（土） にぎわい交流館「AU」多目的ホー ル 参加費：無料 特別講
演：公益社団法人日本診療放射線 技師会 会長 中澤靖夫氏 
 
秋田県放射線技師会学術大会  
平成 25年 5月 26日（日） にぎわい交流館「AU」多目的ホール  
参加費：無料 学術大会プログラム：会員発表18演題予定 
 
県北支部 

平成 25 年度県北支部総会並びに第 98 回学術大会 



平成26年 2月 22日（土）16：00～18:00～2月 23日（日） 9:00～ 11:30 会場：能代
市「湯らくの宿 のしろ」 参加費：5,000円 （会員・他職種：1,000円） プログラム：
22日（1）総会 決算報 告、役員改選等 （2）会長講演「日本診療放射線技師会の動 向に
ついて」 （3) 特別講演：未定 23日 第 98回学術大会  プログラム：会員発表「FPD
装置とCR装置の画像比較」、 「MDCTの日常管理について」、「肩関節MRI について」、
「当 院における治療装置精度の管理について」、「PACSの管理に ついて」 
 
中央支部 

平成 25 年度中央支部総会及び特別講演 
平成 26年 3月 15日（土）15：00～18：30 会場：県立脳血管研 究センター 参加費：
無料 内容：活動報告、決算報告、特別 講演 『風の王国プロジェクト』 講師：未定 
 
県南支部 

県南支部総会並びに学術大会 
平成 26年 3月 8日（土） 会場：平鹿総合病院 講堂 参加費： 5,000円（会員・他職
種：1,000円） 内容：総会審議 会員によ る学術発表 外部講師を招聘し講演 講師：未
定 
 
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 び研修会を年間十数回程度開催し、
県内３地域（県北、中 央、県南）でも開催する。また、秋田県健康福祉部の補助事 業として
年１回生活習慣病検診従事者講習会を開催する。 
 
平成 25 年度ＣＴ技術研修会 
平成 25年 4月 20日（土）14：00-17：00 会場：秋田大学医学系 総合研究棟 参加費：
5,000円（会員・他職種：1,000円） テー マ：ＣＴ装置の性能を考える 装置間比較で特
性を考えよう  予定演題名：会員発表「県内のＣＴ装置の納入状況」、「ＣＴ 装置の基本性
能」、「装置間の性能調査方法」、「性能結果」、 「その他今回の実験を通じて」 予定講
師：会員5名 
 
乳房撮影技術研修会 
平成 25年 6月 22日（土）14：00～17：00 会場：秋田赤十字病 院多目的ホール 参加
費：5,000円（会員・他職種：1,000円）  テーマ：ソフトコピーによる施設画像評価につ
いて 予定演題 名：未定 予定講師：会員3名、賛助会員1名 



 
生活習慣病従事者研修会 
平成 25年 7月 6日（土）14：00～17：00 会場：秋田赤十字病院 多目的ホール 参加
費：無料 テーマ：本県のがん対策検診 向上にむけた放射線技師の役割 予定演題名：「県が
ん対策 室の活動状況について」、「生活習慣病について」 会員発表 「CT Colonography
の取り組みと展望」、「胃がん検診の現状と 問題点について」 予定講師：県がん対策室１
名、医師１名、 会員 2名 
 
管理士セミナー 
平成 25年 9月 7日（土）14：30～17：00 会場：未定 内容：医療 被ばく低減セミナー 
 
放射線治療技術研修会 
平成 25年 9月 28日（土）13：30～16：00 会場：秋田大学医学 部講義室 参加費：
5,000円（会員・他職種：1,000円） テー マ：放射線治療におけるQA・QCについて 予
定演題名：会 員発表「自施設のQA・QCの状況について１」、「自施設の QA・QCの状況
について２」 物理士講演「共通プロトコルでの QA・QCの運用について 予定講師：会員2
名、近県の医学物理士１名 
 
学術セミナー 「心臓・縦隔領域の画像検査・放射線治療の 実際ならびに一次読影につい

て」 
平成 25年 10月 6日（土） 会場：秋田県立脳血管研究センター 講堂 参加費：5,000円
（会員・他職種：1,000円） テーマ：心 臓・縦隔領域の画像検査・放射線治療の実際なら
びに一次 読影について 予定講師：会員6名 
 
医療情報並びに画像処理技術研修会 
平成 25年 11月 16日（土）14：00～17：00 会場：秋田県立脳血 管研究センター講堂 
参加費：5,000円（会員・他職種：1,000 円） テーマ：医療情報「モニタの品質管理の実
際；定期的モ ニタ品質管理は役立つか？」、「最近のモニター技術の動向」  画像処理「ワ
ークステーション画像の描出と表示」 予定演題 名：未定 予定講師：会員4名、賛助会員
3名 
 
上部消化管撮影技術研修会 
平成 26年 1月 25日（土）14：00～17：00 会場：保健センター  参加費：5,000円
（会員・他職種：1,000円） テーマ：上部消化 管基準撮影法の技術向上をめざして 予定



演題名：賛助会 員「上部消化管画像診断」 会員発表「胃がん症例検討その １」、「胃がん
症例検討その２」、「胃がん症例検討その３」 予 定講師：会員3名、賛助会員1名 
 
第 13 回マネジメント研修会 
平成 26年 2月 1日（土）13：45～16：45 会場：秋田市拠点セン ターアルヴェ 参加
費：5,000円（会員・他医療職：1,000円）  テーマ：災害時における放射線部門の対応に
ついて 予定演 題名：会員発表「当院における災害時対応について」、「災害 拠点病院の役
割について」、「災害時のリスクマネジメント」  講演「震災の教訓から学ぶ」 予定講師：
会員3名、被災地病 院技師長1名 
 
循環器撮影技術研修会 平成 26年 2月 8日（土）13：30～16：00 会場：秋田脳血管研究 
センター講堂 参加費：5,000円（会員・他職種：1,000円）  テーマ：血管撮影領域にお
ける被曝低減について 教育講 演「最新の IVR技術と被ばく低減技術について」 予定講
師： 会員 2名、賛助会員2～3名 
 
県北支部 

県北支部秋季ナイトセミナー 
平成 25年 10月 11日（金）18：30～20：30 会場：未定 参加費： 5,000円（会員・他
職種：1,000円） テーマ：脊椎について 予 定演題名：会員発表「脊椎撮影について」、
「脊椎のMRI 撮影 について」 講演 「脊椎疾患の画像診断について」 予定講 師：会員2
名、医師1名 
 
中央支部 

平成 25 年度 第 1 回ナイトセミナー 
平成 25年 8月 30日（金）18：30～20：00 会場：秋田大学医学 系総合研究棟 参加
費：5,000円（会員・他職種：1,000円）  テーマ：読影講座 胸部編 内容：医師講演
「胸部の読影ポイ ント 一般撮影・ＣＴから」  会員発表「肺癌ＣＴ検診認定技 師の紹
介」 予定講師：医師１名、会員2名 
 
平成 25 年度 第 2 回ナイトセミナー       平成 26年 2月 21日（金）18：30～
20：00 会場：秋田大学医学 系総合研究棟 参加費：5,000円（会員・他職種：1,000円）  
テーマ：読影講座 腹部編  内容：医師講演「腹部の読影ポイント 一般・ＣＴ・ＭＲＩか
ら」    会員発表「腹部超音波検査の現状」 予定講師：医師1名、会員1名 
 



県南支部 

第 1 回学術研修会 
平成 25年 6月 28日 （金） 会場：未定 参加費：5,000円（会員・ 他職種：1,000円） 
 
第 2 回学術研修会 
平成 25年 10月 25日（金） 会場：未定 参加費：5,000円（会員・ 他職種：1,000円）  
 
【４.関係団体と連携する事業】 

1)後援・講師派遣等の事業 

秋田県健康づくり審議会 肺がん部会、乳がん部会への委員 の派遣 

 

「あけぼの会・主催 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）9：00～12：00 会場：秋田市アゴラ広 場 内容：乳がん検診
啓蒙活動、キャンペーンティッシュ・自 己検診リーフレットの配布 
 
「あきた がん ささえ愛の日」への参加協力 
平成 25年 6月 15日（土）10：30～16：30 会場：秋田市内 趣 旨：がん死亡率１位と
いう現状に県民が関心を持ってもらい、 がんや命について考えるきっかけになってもらいたい 
活動： 開催企画の補助・ボランティアスタッフ 
 
「ピンクリボンキャンペーン２０１３ in ＡＫＩＴＡ」の後援 
平成 25年 10月 会場：秋田市 アルヴェ 内容：ピンクリボン キャンペーンの企画・運
営、技師会ブース運営、乳がん検診 啓蒙活動 
 
「のしろ産業フェア 2013」の乳がん検診の普及や骨密度測定 に関わる健康増進活動 
平成 25年 8月 31日（土）～9月 1日（日）10：00～15:30 会場： 能代市総合体育館 
催し内容：のしろ産業フェアに参加して の骨密度測定、マンモ検診啓蒙活動、キッズ・コーナ
ー、放 射線技師会紹介パンフの配布等 
 
2)公益社団法人日本診療放射線技師会との連携事業 (1)公益社団法人日本診療放射線技師会

が主催する公益事 業への実行委員・講師の派遣、演題発表の協力、各種会議 への派遣 

 

第 29 回日本診療放射線技師学術大会 



平成25年 9月 20日(金)～22日(日) 会場：島根県民会館 主 催：公益社団法人日本診療放
射線技師会 共催：社団法人 島根県放射線技師会 
 
(2)地方開催事業の後援 

静脈注射講習会 
平成 25年 5月 11日（土）9：30～17：00 会場：秋田赤十字病院  多目的ホール 参加
費：2,000円 内容：静脈注射に関わる診 療放射線技師の法的責任、薬剤に関する知識、静
脈注射と 感染管理、合併症への対応、実技 予定講師：3名 主催：公 益社団法人日本診療
放射線技師会 
 
フレッシャーズセミナー 
平成 25年 6月 9日（日）10：00～17：00 会場：秋田県立脳血管 研究センター講堂 参
加費：無料 内容：オリエンテーション、 社会人講座、医療安全、感染症対策、胸部撮影 予
定講師：会員５名 
 
第 3 回東北放射線医療技術学術大会 
平成 25年 11月 3日(日)～ 4 日(月) 会場：コラッセふくしま 主 催：公益社団法人日本診
療放射線技師会、東北地域放射線 技師会、公益社団法人日本放射線技術学会東北部会合同 
 
【5.情報提供事業】 

1)会紙「秋田県放射線技師会会誌」 
発行時期：平成26年 1月 名称：秋田県放射線技師会会誌  第 51号 作成委託業者：秋田
中央印刷株式会社 予定掲載 内容：巻頭言、年頭の挨拶、平成25年度環境・保健事業功労 
者表彰、医療放射線画像展報告、のしろ産業フェア報告、ピ ンクリボン報告、その他研修会報
告、寄稿、広場、学術部か ら、管理士部会から、施設紹介、新人紹介、理事会報告、平 成
25年度学術大会プログラム、学術講演会プログラム、抄録 集、その他、賛助会員名簿、賛助
会員広告 発行部数：600 部 発送予定先：社員、賛助会員、関係医療団体、教育関 係、報
道関係 
 
2)情報紙 秋放技ニュース「LATITUDE 40N」 
発行時期：平成25年 7月 名称：LATITUDE 40N 通巻 61  作成委託業者：秋田中央印
刷株式会社 予定掲載内容：巻 頭言、功労賞・学術功労賞、総会報告、学術大会報告、マネ 
ジメント研修会報告、母の日キャンペーン報告、その他研修 会報告、開催案内、理事会報告、
各部から、会員動向、その 他 発行部数：600部 発送予定先：社員、賛助会員、関係医 療



団体、教育関係、報道関係 
 
3)リーフレット 
「診療放射線技師とは」・「秋田県放射線技師会とは」・「放射 線への不安や疑問は？」のリ
ーフレットを公開講座やボラン ティア事業等で無料頒布。 
 
4)その他の情報提供事業 

ホームページの公開・運営事業 
一般の方へ：「秋田県放射線技師会の紹介」、「医療被ばく相 談」、「講演会のお知らせ」、
「放射線技師とは」、「養成校一 覧」、その他質問・相談に関する問い合わせに対応。 会員
へ：「学会・研修会」、「各種技師会活動の案内及び報 告」、「理事会議事録」等を掲載す
る。 
 
【6.メーカーとの共催事業】 

第 11 回秋田テクノロジーフォーラム 
平成 25年 7月 13日（土） 会場：フォーラム秋田 参加費：5,000 円（会員・他職種：
1,000円） 
 
【7.その他この法人の目的を達するために必要な事業】 

1)会員の福利厚生に関する事業 
会員の慶弔 
 
2)支部会員相互の交流と親睦に関する事業 

県北支部 リクレーション 
平成 25年 11月 9日（土） 場所：大館市内 内容：ボーリングと 酒蔵見学会 
 
中央支部 リクレーション 
平成 26年 3月 15日（土） 場所：未定 内容：ボーリング 
 
県南支部 
未定 
 
3)表彰事業 
表彰推薦者に対し選定及び推薦、準備等を行う。公益社団 法人日本診療放射線技師会30年表



彰、公益社団法人日本 診療放射線技師会50年表彰、社団法人秋田県放射線技師 会（功労
賞・学術功労賞・奨励賞）、叙勲・褒賞、平成25年度 環境・保健事業功労者知事表彰など 
 
4）法人管理に関する事務処理 

(1)管理運営に関する事務処理 
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
続きを実践、刊行物の発 送、事務所に備え置きする書類等の管理 
 
(2)財務に関すること 
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 

以上 

 

 


