2021 年度事業報告
Ⅰ 総括
2021 年度は、一昨年度に引き続き、新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の対策に全世界が明け暮れ
た。東京オリンピック・パラリンピック開催や緊急事態宣言など、国や地方自治体の政策のブレなどにも振り
回され、感染者数、死者数が急拡大し、多くの人々が生活や経済や文化活動などを制限された。
東京都診療放射線技師会も、感染拡大防止への対応として、本会（地区開催含む)及び日本診療放射線技師
会主催の講習会・勉強会等をほぼ web 方式での開催とした。総会も前年度同様、代議員による書面表決方式と
せざるをえなかった。学術交流協定を結んでいるソウル特別市放射線士会との交流も中止した。会員・役員は、
他の医療職能とともに地域医療、国民医療の最前線でこの疫病禍と戦い、それは現在も続いている。
そのような状況であったが、東京ビッグサイトにて 11 月 12 日～14 日の 3 日間及び、web 視聴は 12 月 24 日
まで、第 37 回日本診療放射線技師学術大会および第 23 回アジアオーストラレーシア地域診療放射線技師学
術大会（23rdAACRT）
、第 28 回東アジア学術交流大会（28thEACRT）を対面＋各種 web 方式のハイブリッドにて
．．
開催した。新型コロナウイルス感染対策により、海外から来日しての参加については取りやめとなったが、開
催にあたり、さまざまな制約の中、web も含めた学術発表、シンポジウム、各種企画等にご協力いただいた会
員の皆さま、機器展示・協賛セミナー等へのご協力をいただいた業界各社の皆さま、JART 役員・事務局の皆さ
ま、各道府県技師会の皆さま、実行委員長はじめ実行委員の皆さまにあらためて感謝を申し上げる。
学術大会では、日本診療放射線技師会のスローガン「国民と共にチーム医療を推進しよう(実行委員会発足
当時)」とともに、大会テーマに『技術の多様性と人の調和』を掲げ、準備をした。2019 年の 6 月に東京で開
催した関東甲信越診療放射線技師学術大会の実行委員の多くが今大会にも参画しており、その時の大会テー
マ『つながる医療 つなげる“和” One for all , All for one』の理念も引き継いだ。実行委員会では「あ
きらめない」
「できない理由より、どうすればできるか考える」「成功したことをカウントする」
「報・連・相
＋提案」
「誇りを持つ」を合言葉に進めていただいた。運営に参画していただいた多くの実行委員の貴重な経
験と記憶を今後のために残せたと思っている。一昨年度の総括にも記したが、人類にとって、われわれにとっ
て新たな社会・ルールを構築するチャンスと捉える考え方も必要である。
われわれ診療放射線技師は国民の皆さんの信頼に応え、医療安全の確保、医療及び公衆衛生の向上に寄与す
べく、さまざまな方策を展開しなければならない。安心・安全そして納得できる医療技術の提供を求められて
いる。常に最先端の医療技術を学び、専門性と患者の価値観の統合に基づいた医療技術＝EBM を提供する必
要がある。
現在喫緊の課題として、厚生労働省指定のいわゆる「告示研修」の推進がある。医師の働き方改革、タスク・
シフト／シェアを推進するために、診療放射線技師法の改正が含まれた「良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が昨年 5 月 28 日に公布となり、10 月 1 日
施行となった。これによる業務拡大において、現行制度上で実施できない行為については、法令が改正されれ
ば養成課程において必要な教育内容を追加するとともに、既に国家資格を取得済みの方々においては、厚生労
働大臣が指定する告示研修を受講することが義務付けられている。南関東地域では、当初昨年 9 月に予定して
いた今後の告示研修を担うファシリテータ養成講習会が緊急事態宣言延長により延期となったが、12 月には
山梨県で開催することができた。今後は各都道府県単位で研修会を推進することになる。従来の統一講習会と
ともに、日本診療放射線技師会と協力しながら事業を推進する。国民の医療安全を第一に見すえて、10 年後、
20 年後、30 年後のあるべき未来のためにいま何をすべきかが重要である。すぐに実現できなくても、いま取
り組んでおかなければ、さらに遠い未来となる。われわれには、この職能をより良いもの、より必要とされ信
頼され責任を果たせる職能にして次世代、将来に引き継ぐ使命がある。
昨年末、監督官庁（東京都生活文化局）より「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に定め
る法律認定基準に係る照会」があり、認定法第 5 条に定める公益認定の基準のうち、第 9 号の基準「遊休財産
額の保有の制限」を満たさなかった法人及び同条第 6 号の基準「収支相償」を 2 か年以上連続して満たさなか
った法人とみなされ、余剰金の解消計画を提出することとなった。このことについて、web による各種会議、
セミナーなどの利便性と安定性を担保するための設備投資も含め、公益目的事業の規模拡大、資産取得資金の

積立などを推進することが、昨年度末の臨時理事会で承認された。
本会事業・活動の推進に対し、多大なご理解をいただいたことに感謝申し上げるとともに、新年度も今まで
以上に都民・国民・会員のために本会の事業を推進する所存であり、皆さま方のより一層のご支援とご協力を
お願いする次第である。

Ⅱ 事業報告
1. 診療放射線技術の向上に関する調査･研究および指導に関する事業
1) 第 19 回サマーセミナー
開催日時：2021 年 8 月 28 日（土）15 時 00 分－17 時 00 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
大会テーマ：
「心疾患 －最近のトレンド－」
講
師：CT 東邦大学医療センター大森病院
鷲塚 冬記
RI
東京女子医科大学病院
貝本 葉子
カテ 榊原記念病院
武田 和也
MRI 杏林大学医学部付属病院
福島 啓太
参加人数：14 名（会員 14 名）
2) 第 19 回ウインターセミナー
開催日時：2022 年 1 月 29 日（土）15 時 00 分－16 時 30 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
大会テーマ：
「知っておくべき腹部・骨盤部単純 X 線撮影における生殖腺遮蔽廃止の動向とその科学的根拠」
講
師：杏林大学 保健学部 診療放射線技術学科
石川 純也
参加人数：59 名（会員 57 名、非会員 2 名）
3）2021 年度診療放射線技師のための「フレッシャーズセミナー」
（1）診療放射線技師のための「フレッシャーズセミナー」
（第 121 回日暮里塾ワンコインセミナー同時開催）
開催日時：2021 年 5 月 16 日（日）8 時 50 分－16 時 50 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
主
催：公益社団法人東京都診療放射線技師会、公益社団法人日本診療放射線技師会
講
師：エチケット・マナー講座・医療コミュニケーション
東京女子医科大学病院
浅沼 雅康
医療安全対策講座
済生会中央病院
江田 哲男
感染対策講座
みたかクリニック
渡辺 靖志
被ばく低減講座
公立昭和病院
圓城寺純至
技師会活動紹介
胸部 X 線撮影の基礎講座
気管支解剖講座
CT 装置・検査の基礎講座
MRI 装置・検査の基礎講座
画像診断に必要な検査値講座
入会案内
参加人数：43 名（会員 3 名、非会員 40 名）

東京都診療放射線技師会
東京都診療放射線技師会
日本大学板橋病院
東京臨海病院
国際医療福祉大学
公立福生病院
公立福生病院
東京都診療放射線技師会

野口 幸作
市川 篤志
比内 聖紀
野口 幸作
長谷川浩章
野中 孝志
野中 孝志
野口 幸作

（2）診療放射線技師のための「フレッシャーズセミナー」
（第 122 回日暮里塾ワンコインセミナー同時開催）
開催日時：2021 年 5 月 30 日（日）8 時 50 分－16 時 50 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）

主
講

催：公益社団法人東京都診療放射線技師会、公益社団法人日本診療放射線技師会
師：エチケット・マナー講座・医療コミュニケーション
国立がん研究センター中央病院
麻生 智彦
医療安全対策講座
練馬光が丘病院
白木 尚
感染対策講座
東大和病院
小野 賢太
被ばく低減講座
東京臨海病院
寺嶋 元一
技師会活動紹介
東京都診療放射線技師会
野口 幸作
東京都診療放射線技師会
市川 篤志
胸部 X 線撮影の基礎講座
帝京大学医学部附属病院
西郷 洋子
気管支解剖講座
東京臨海病院
野口 幸作
CT 装置・検査の基礎講座
東京医科大学病院
岡本 淳一
MRI 装置・検査の基礎講座
日本大学板橋病院
市川 篤志
画像診断に必要な検査値講座
国際医療福祉大学
市川 重司
入会案内
東京都診療放射線技師会
野口 幸作
参加人数：41 名（会員 4 名、非会員 37 名）
（3）診療放射線技師のための「フレッシャーズセミナー」
（第 124 回日暮里塾ワンコインセミナー同時開催）
開催日時：2021 年 6 月 13 日（日）8 時 50 分－16 時 50 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
主
催：公益社団法人東京都診療放射線技師会、公益社団法人日本診療放射線技師会
講
師：エチケット・マナー講座・医療コミュニケーション
国際医療福祉大学
市川 重司
医療安全対策講座
公立福生病院
鮏川 幸司
感染対策講座
北里研究所病院
小林 隆幸
被ばく低減講座
三郷中央総合病院
関谷 薫
技師会活動紹介
東京都診療放射線技師会
野口 幸作
東京都診療放射線技師会
市川 篤志
胸部 X 線撮影の基礎講座
三井記念病院
増田 祥代
気管支解剖講座
CT 装置・検査の基礎講座
MRI 装置・検査の基礎講座
画像診断に必要な検査値講座
入会案内
参加人数：41 名（会員 4 名、非会員 37 名）

東京臨海病院
慶應義塾大学病院
東邦大学大橋病院
東京医科大学病院
東京都診療放射線技師会

野口
南島
皆川
平瀬
野口

幸作
一也
智哉
繁男
幸作

4）きめこまかな生涯教育
（1）第 69 回きめこまかな生涯教育
開催日時：2021 年 7 月 17 日（土）15 時 00 分－17 時 00 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「日常業務のギモンを聞いてみよう！CT の基礎編 －画像評価・被ばく管理の基礎・臨床－」
講
師：北里大学北里研究所病院
小林 隆幸
帝京大学医学部附属病院
樫田 伸治
順天堂大学医学部附属順天堂医院
横田 卓也
参加人数：19 名（会員 19 名）
（2）第 70 回きめこまかな生涯教育
開催日時：2021 年 10 月 16 日（土）15 時 00 分－17 時 00 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「日常業務のギモンを聞いてみよう！MRIの基礎編 －基礎からちょっと応用まで－」

講
師：東京慈恵会医科大学附属病院 北川 久
参加人数：25 名（会員 25 名）
5）第 21 回（公社）東京都診療放射線技師会・（公社）日本放射線技術学会東京支部合同学術講演会（Web 開催）
開催日時：2022 年 2 月 5 日（土）16 時 00 分～18 時 00 分
開催場所：東京都立大学秋葉原サテライトキャンパス
テーマ：AI(artificial intelligence)の臨床使用
講師：東京女子医科大学病院 森田 康介
東京慈恵会医科大学附属病院 塩田 翔一
シーメンスヘルスケア株式会社 木川 路代
参加人数：80 名（会員 34 名、非会員 46 名）
6）日暮里塾ワンコインセミナー
（1）第 118 回日暮里塾ワンコインセミナー&城西支部研修会
開催日時：2021 年 4 月 7 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テーマ：
「東京ビッグサイトで発表しませんか」
講
師：日本大学医学部附属板橋病院 市川 篤志
参加人数：38 名（会員 36 名、非会員 2 名）
（2）第 119 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2021 年 4 月 14 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「前立腺がんにおける転移評価について」
講
師：富士フイルム富山化学株式会社プロダクトマーケティング部 河上 一公
参加人数：45 名（会員 43 名、非会員 2 名）
（3）第 120 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2021 年 5 月 12 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「X 線出力アナライザ Piranha の使用例およびファントム自動解析ソフトウェアの紹介」
講
師：アクロバイオ株式会社 渡辺 圭悟
参加人数：30 名（会員 29 名、非会員 1 名）
（4）第 121 回日暮里塾ワンコインセミナー（フレッシャーズセミナー同時開催）
開催日時：2021 年 5 月 16 日（日）8 時 50 分－16 時 50 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
講
師：2021 年度診療放射線技師のための「フレッシャーズセミナー」に記載
参加人数：43 名（会員 3 名、非会員 40 名）
（5）第 122 回日暮里塾ワンコインセミナー（フレッシャーズセミナー同時開催）
開催日時：2021 年 5 月 30 日（日）8 時 50 分－16 時 50 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
講
師：2021 年度診療放射線技師のための「フレッシャーズセミナー」に記載
参加人数：41 名（会員 4 名、非会員 37 名）
（6）第 123 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2021 年 6 月 2 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）

テ ー マ：
「ファントムを使って研究発表をしてみよう」
講
師：株式会社京都化学 丹羽 伸行
参加人数：40 名（会員 38 名、非会員 2 名）
（7）第 124 回日暮里塾ワンコインセミナー（フレッシャーズセミナー同時開催）
開催日時：2021 年 6 月 13 日（日）8 時 50 分－16 時 50 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
講
師：2021 年度診療放射線技師のための「フレッシャーズセミナー」に記載
参加人数：39 名（会員 4 名、非会員 35 名）
（8）第 125 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2021 年 7 月 5 日（月）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「ノイズ改善ソフト！画像が一変 －画像再構成ソフトウェア iQMR と SafeCT－」
講
師：長瀬産業株式会社 亀田 直誉
参加人数：23 名（会員 21 名、非会員 2 名）
（9）第 126 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2021 年 10 月 21 日（木）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「一般撮影マネジメント機能 RADInsight -画像とデータの分析で一般撮影業務の最適化をサポート-」
講
師：コニカミノルタジャパン株式会社 首都圏支店 営業推進グループ メジャーアカウント担当
和田 直人
参加人数：21 名（会員 20 名、非会員 1 名）
（10）第 127 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2021 年 12 月 8 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「ちょっと教えて！ ペースメーカについて」
講
師：日本メドトロニック株式会社 CRHF 事業部 升田ちなみ
参加人数：43 名（会員 41 名、非会員 2 名）
（11）第 128 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2022 年 1 月 12 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「ちょっと教えて！ ベッドサイドモニターについて －呼吸管理モニタリングの必要性－」
講
師：日本光電工業株式会社 東京支社ソリューション営業部 山口 布希子
参加人数：31 名（会員 29 名、非会員 2 名）
（12）第 129 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2022 年 2 月 9 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「単純 X 線撮影は、動画撮影の領域へ －X 線動画解析ワークステーション KINOSIS（キノシス)－」
講
師：コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー IoT 事業統括部 病院戦略部
元木 悠太
参加人数：48 名（会員 40 名、非会員 6 名、一般 2 名）
（13）第 130 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2022 年 2 月 17 日（水）18 時 30 分－20 時 00 分

開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「学術が選んだ発表演題 －入会促進－」
講
師：
1. 心疾患リスク評価における心外膜脂肪組織計測と冠動脈石灰化スコアの比較検討
東大和病院
安藤 克哉
2. 自由呼吸下における腹壁と肺腫瘍の動きの相関について
日本大学医学部附属板橋病院
比内 聖紀
3. 東京都多摩地区における股関節撮影時の生殖腺防護現状調査
日本医科大学多摩永山病院
笹沼 和智
4. 一般撮影における再撮影低減の検討
公立昭和病院
圓城寺 純至
5. 脳血管における 3DDSA と MRI を fusion して作成した SlabMIP 画像の有用性についての検討
杏林大学医学部付属病院
山崎 崇史
6. 単純 XP・CT・MRI 検査における四肢ポジショニングとオリエンテーションマークならびに画像表示
のピットフォール
順天堂大学医学部附属順天堂医院
矢口 駿
参加人数：45 名（会員 38 名、非会員 7 名）
（14）第 131 回日暮里塾ワンコインセミナー
開催日時：2022 年 3 月 2 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「新しい技術の紹介 －可搬型 FPD 搭載新型 X 線 TV システムと最新アプリケーションの紹介－」
講
師：株式会社島津製作所 医用機器事業部 塩見 剛
参加人数：26 名（会員 23 名、一般 3 名）
7）支部研修会
（1）第 118 回日暮里塾ワンコインセミナー&城西支部研修会
開催日時：2021 年 4 月 7 日（水）19 時 00 分－19 時 40 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テーマ：
「東京ビッグサイトで発表しませんか」
講
師：日本大学医学部附属板橋病院 市川 篤志
参加人数：38 名（会員 36 名、非会員 2 名）
（2）城北支部研修会
開催日時：2021 年 12 月 4 日（土）19 時 00 分－20 時 30 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センターおよび web 開催（ハイブリッド開催）
テ ー マ：
「医療×3DCG －最新のゲーム CG による次世代可視化－」
講
師：医師／サイエンス CG クリエーター
瀬尾 拡史
参加人数：46 名（会員 45 名、一般 1 名）
8）地区研修会
（1）第 6 地区研修会（第 6 地区ミーティング 夜会 2021）
開催日時：2021 年 8 月 28 日（土）22 時 00 分－22 時 40 分
開催場所：web 開催（zoom）
テーマ：
「CT と MRI のちょっとした話」
講
師：博慈会記念総合病院
伊佐 理嘉
かねなか脳神経外科
片岡 剛
参加人数：66 名（会員 43 名、非会員 23 名）

（2）第 13 地区研修会
開催日時：2021 年 12 月 1 日（水）19 時 00 分－20 時 30 分
開催場所：web 開催（zoom）
テーマ：
「医療被ばくに関する説明（被ばく相談）の現状報告と取り組み」
講
師：青梅市立総合病院
石川 雄一
公立福生病院
黒田 奈美子
杏林大学医学部附属病院 中井 健裕
参加人数：68 名（会員 66 名、一般 2 名）
（3）第 9 地区研修会
開催日時：2022 年 2 月 2 日（水）19 時 00 分－20 時 30 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テーマ：
「患者に優しい外傷撮影のイロハ －技術継承 －受け継ぎ進化し続ける一般撮影技術－」
講
師：武蔵村山病院
森 剛
帝京大学医学部附属病院 西郷 洋子
参加人数：90 名（会員 76 名、非会員 11 名、一般 3 名）
（4）第 12 地区研修会
開催日時：2022 年 2 月 18 日（金）19 時 00 分－20 時 00 分
開催場所：web 開催（Microsoft Teams）配信場所：東大和病院
テーマ：
「臨床検査技師に聞く 放射線部門で役立つ検査データ－血液データを中心に－」
講
師：公立昭和病院 臨床検査科
櫻井 勉
参加人数：104 名（会員 64 名、非会員 26 名、新卒かつ新入会 6 名、他職種 1 名、一般 7 名）
（5）第 5 地区研修会
開催日時：2022 年 2 月 25 日（金）19 時 00 分－20 時 00 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テーマ：
「子どもが検査や治療を安心安全に受けられるためのサポート －多職種による取り組み－」
講
師：東京大学医学部附属病院 看護部 業務管理室
参加人数：28 名（会員 24 名、非会員 3 名、一般 1 名）

割田 陽子

9）特別委員会研修会およびサーベイメータ確認校正
（1）2021 年度第 1 回災害対策研修会
開催日時：2022 年 1 月 28 日（金）19 時 00 分－20 時 30 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター（web 開催）
テ ー マ：
「災害対策準備はどうですか？ －日頃の備えを見直そう－」
講

師：SR 推進委員会委員
SR 推進委員会委員
SR 推進委員会委員
SR 推進委員会委員
SR 推進委員会委員
SR 推進委員会委員
参加人数：16 名（会員 16 名）

武田 聡司
福原かほる
金子 貴之
高林 正人
浅野 翔太
渡辺 靖志

（2）2021 年度 SR 推進委員会研修会
開催日時：2022 年 3 月 13 日（日）13 時 00 分－16 時 30 分
開催場所：公益社団法人東京都診療放射線技師会 研修センター
テ ー マ：
「緊急被ばく医療研修会 －3.11 を風化させない－」
講

師：SR 推進委員会委員

武田 聡司

SR 推進委員会委員
福原かほる
SR 推進委員会委員
金子 貴之
参加人数：0 名（新型コロナウイルス感染症の蔓延状況を考慮し開催中止とした）
10）ボランティア活動（地球環境保全活動）
（1）中央区クリーンデー（中央区環境推進課環境活動係による清掃活動）
開催日時：2021 年 5 月 30 日（日）9 時 00 分－11 時 00 分
活動場所：中央区保健所周辺（明石公園含む）
来 場 者 ：0 名（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催中止）

2. 放射線医療並びに放射線障害防止の普及啓発に関する事業
各健康フェスティバルに参加出展
（1） ピンクリボンウオーク 2021
内
容：都民への放射線医療や放射線に関する正しい知識の普及・啓発活動
来 場 者：0 名（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催中止）
（2） 第 19 回看護フェスタ
日
時：2021 年 12 月 1 日（水）－12 月 31 日（金）
会
場：web 開催
内
容：都民への放射線医療や放射線に関する正しい知識の普及・啓発活動
来 場 者 ：0 名（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため web 開催との連絡を受けたが、
今回は不参加）
（3）中央区健康福祉まつり 2021
日
時：2021 年 10 月 24 日（日）11 時 00 分－14 時 00 分
会
場：中央区保健所
内
容：都民への放射線医療や放射線に関する正しい知識の普及・啓発活動
来 場 者 ：0 名（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため参加辞退）
（4）OTA ふれあいフェスタ 2021
日
時：2021 年 11 月予定
内
容：都民への放射線医療や放射線に関する正しい知識の普及・啓発活動・無料骨密度測定
来 場 者 ：0 名（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催中止）
（5）第 37 回東村山市民健康のつどい
日
時：2021 年 11 月 13 日（土）－11 月 14 日（日）
会
場：東村山市いきいきプラザ
内
容：都民への放射線医療や放射線に関する正しい知識の普及・啓発活動
来 場 者 ：0 名（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催中止）

3. 放射線機器および資材の改良に関する事業
各種学会や研修会に協力し､医用放射線機器の改良に努力し､もって都民に保健衛生向上に寄与した。
4. 関連団体との連携協調に関する事業
本会では関連機器団体との懇親と調和を目的として、“新春のつどい”を毎年開催していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため開催中止とした。
また、公益社団法人日本診療放射線技師会との連携強調を目的とした業務拡大に伴う統一講習会、基礎技術講
習「一般撮影」を例年開催していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催中止とした。

5. 図書印刷物の刊行物に関する事業
放射線技術関連学術雑誌｢東京放射線｣（月刊）を発行し､診療放射線技師・エックス線技師へ有償にて配布､放
射線技術･学術の向上ならびに職業倫理の高揚を図った｡また､全国の診療放射線技師養成校･放射線関連機関･
団体および国立国会図書館ならびに放射線技師教育関係､各都道府県技師会に寄贈した｡
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東放技ニュース･･･････････････････････････････････････11 回
定期総会議事録････････････････････････････････････････1 回
誌上講座［消化管造影検査］ ･･･････････････････････････9 回
学術奨励賞報告････････････････････････････････････････1 回
学術研修会・きめこまかな生涯教育に関する記事･･････････4 回
支部・地区活動に関する記事････････････････････････････3 回
表彰者に関する報告････････････････････････････････････2 回
調査アンケートに関する報告････････････････････････････2 回
パイプライン･････････････････････････････････････････21 回

その他、会員からの寄稿文など多数掲載
主な贈呈先
東京都総務局行政指導課、東京都衛生局医務部医務課、東京都郵政局郵政部事業課第二業務課、国立国会図
書館、東京都立大学図書館、東京歯科大学図書館、慶応大学医学情報センター、駒澤大学図書館、株式会社
アンダーライン、日本化学技術情報センター、公益社団法人日本診療放射線技師会、公益社団法人日本放射
線技術学会、各道府県放射線技師会、全国診療放射線技師養成機関など

6. その他､法人の目的達成に必要な事業
1）本会活動の目標スローガンに基づく事業

「チーム医療を推進し、国民及び世界に貢献する診療放射線技師の育成」
以上、スローガン達成のため特別委員会を設け活動した｡

Ⅲ 活動報告
1．会長･副会長・専門部委員会
【2021 年 4 月】
１日（木）
：第１回理事会（web 開催）

【2021 年 5 月】

３日（土）
：経理事務作業

１日（土）
：ＪＡＲＴ第１回理事会（web 開催）

５日（月）
：東京電子専門学校入学式／日本診

２日（日）
：経理事務作業

療放射線技師連盟シンポジウム／

５日（水）
：庶務事務作業

令和２年度アンケート調査報告書

６日（木）
：第２回理事会（web 開催）

作成作業

７日（金）
：庶務事務作業

６日（火）
：庶務事務作業／第１回編集委員会

１０日（月）
：南関東ＦＲＴ会議（web 開催）／

７日（水）：第１１８回ＮＯＣセミナー（web

庶務事務作業／２０２１年６月号

開催）／庶務事務作業
９日（金）
：庶務事務作業
１２日（月）
：庶務事務作業
１３日（火）
：第１回総務委員会
１４日（水）：第１１９回ＮＯＣセミナー（web
開催）／学術教育合同委員会／２
０２１年５月号青焼き校正
１５日（木）
：日本診療放射線技師連盟報告会／
２０２１学術大会挨拶回り（item
横浜）
１６日（金）
：ＩＴＥＭ２０２１展示メーカー挨
拶回り／経理事務作業／渉外事務
作業
１７日（土）
：ＩＴＥＭ２０２１展示メーカー挨
拶回り

初校校正
１１日（火）
：庶務事務作業／第２回編集委員会
（web 開催）
１２日（水）
：第１２０回ＮＯＣセミナー（web
開催）
１３日（木）
：事務所照明改修現地調査（大塚商
会）／合同学術講演会東京支部と
の打ち合わせ（web 開催）
１４日（金）
：経理事務作業／庶務事務作業＋フ
レッシャーズセミナー準備作業／
渉外事務作業
１６日（日）
：第１２１回ＮＯＣセミナー＋フレ
ッシャーズセミナー①（web 開催）
１７日（月）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代
議員大会／第 1 回総会運営会議

１８日（日）
：渉外事務作業

（web 開催）／第２回学術教育委員

１９日（月）
：日本診療放射線技師連盟報告会／

会(web 開催) ／２０２１年６月号

庶務事務作業

青焼き校正

２０日（火）
：２０２１学術大会打ち合わせ（日

１８日（火）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代

本旅行）／第１回情報委員会（web

議員大会／庶務事務作業／第２回

開催）

厚生調査委員会

２１日（水）
：第１回五役会（web 開催）
２２日（木）
：経理事務作業／庶務事務作業／２
０２１学術大会打ち合わせ（編集
委員）

１９日（水）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代
議員大会／庶務事務作業／第１回
SR 推進委員会（web 開催）
２０日（木）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代

２４日（土）
：期末監査準備

議員大会／第２回五役会
（web 開催）

２６日（月）
：期末監査準備／庶務事務作業

／渉外事務作業

２７日（火）
：期末監査／第 1 回厚生調査委員会
２８日（水）：第１回専門部委員会（web 開催）
／２０２１学術大会実行委員会

２１日（金）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代
議員大会／庶務事務作業／第２回
情報委員会（web 開催）

２２日（土）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代
議員大会／期末監査帳票処理／庶
務事務作業
２３日（日）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代
議員大会
２４日（月）
：ＪＡＲＴ第８３回総会ＴＡＲＴ代
議員大会／ＪＡＲＴ-ＴＡＲＴ合

月合併号青焼き校正
１６日（水）
：第３回五役会（web 開催）／第２
回総会運営委員会／第２回 SR 推
進委員会（web 開催）
１７日（木）
：日本医療科学大学にて講義／経理
事務作業／庶務事務作業
１８日（金）
：総会準備作業／第３回学術教育委

同会議（web 開催）

員会

２５日（火）
：事務所照明改修現地調査（アイリ

１９日（土）
：第７２回定期総会

スオーヤマ）／ＪＡＲＴ拡大財務
委員会

２１日（月）
：庶務事務作業／第３回情報委員会
（web 開催）

２６日（水）
：庶務事務作業

２２日（火）
：第４回編集委員会（web 開催）

２７日（木）：第２回専門部委員会（web 開催）

２３日（水）
：２０２１学術大会打ち合わせ/日

／２０２１学術大会日本旅行打ち
合わせ
２８日（金）
：経理事務作業
３０日（日）
：第１２２回日ＮＯＣセミナー＋フ
レッシャーズセミナー②
（web 開催）

本旅行（web 開催）
２４日（木）：第３回専門部委員会（web 開催）
／第３７回学術大会実行委員会
２７日（日）
：第３７回日本診療放射線技師学術
大会 第 1 回プログラム委員会
２８日（月）
：告示研修ファシリテータ養成講習

【2021 年 6 月】

会説明会（web 開催）

１日（火）
：庶務事務作業／渉外事務作業
２日（水）：第１２３回ＮＯＣセミナー（web
開催）
３日（木）
：第３回理事会（web 開催）／渉外
事務作業
４日（金）
：東京大規模接種センター視察
５日（土）：ＪＡＲＴ第８３回定時総会（web
開催）／庶務事務作業
７日（月）
：庶務事務作業／渉外事務作業／２
０２１年７・８月合併号初校校正
８日（火）
：渉外事務作業／第３回編集委員会
（web 開催）

【2021 年 7 月】
１日（木）
：顧問会議／第４回理事会（web 開
催）／日本診療放射線連盟岸田文
雄先生国政を語る会
２日（金）
：関東甲信越地域拡大役員会（web
開催）／平成 3 年度関東甲信越拡
大役員会
３日（土）
：庶務事務作業
５日（月）
：第１２５回ＮＯＣセミナー（web
開催）／庶務事務作業
６日（火）
：庶務事務作業

９日（水）
：庶務事務作業

７日（水）
：日本診療放射線連盟畦元将吾先生

１０日（木）
：経理事務作業

活動報告会（web 開催）／庶務事務

１１日（金）
：庶務事務作業／フレッシャーズセ

作業／学術教育合同委員会（web 開

ミナー準備作業
１２日（土）
：渉外事務作業
１３日（日）
：第１２４回ＮＯＣセミナー＋フレ
ッシャーズセミナー③
（web 開催）
１４日（月）
：庶務事務作業
１５日（火）
：総会準備会議／２０２１年７・８

催）
８日（木）
：日本診療放射線連盟宏池会と語る
会／2021 学術大会 TART 第 3 回プ
ログラム委員会（web 開催）
９日（金）
：庶務事務作業
１０日（土）
：２０２１学術大会 JART/TART 合同

会議（web 開催）／ＪＡＲＴ第２回
理事会（web 開催）／日本診療放射
線連盟理事会（web 開催）

開催）／庶務事務作業（PC 設定）
９日（月）
：庶務事務作業（PC 設定）
１０日（火）
：経理事務作業／庶務事務作業（2021

１１日（日）
：渉外委員会

都後援資料作成）／ＪＣＲＴ打ち

１２日（月）
：庶務事務作業／ＪＣＲＴ第 2 回編

合わせ（日本旅行）／第２回７０周

集委員会（ＪＡＲＴ）
１３日（火）
：経理事務作業／渉外事務作業／第

年記念事業実行委員会／第５回編
集委員会（web 開催）

１回７０周年記念事業実行委員会

１１日（水）
：ＪＡＲＴ・告示研修緊急会議（web

１４日（水）
：庶務事務作業(70 周年準備作業)

開催）／庶務事務作業／日本旅行

１５日（木）：日本診療放射線連盟理事会（web

打ち合わせ （web 開催）／２０２

開催）
１６日（金）
：経理事務作業／ＪＣＲＴプログラ
ム委員会（ＴＡＲＴ）
１７日（土）：第６９回きめこまかな生涯教育
（web 開催）
１９日（月）：日本診療放射線連盟理事会（web
開催）／庶務事務作業

１年９月号初校校正
１７日（火）
：経理事務作業／庶務事務作業（70
周年関連作業）
１８日（水）
：学術教育合同委員会
１９日（木）
：経理事務作業／庶務事務作業／２
０２１年９月号青焼き校正
２０日（金）
：庶務事務作業（FRT 会場準備）／

２０日（火）
：日本診療放射線連盟対策会議／経

第４回厚生調査委員会（web 開催）

理事務作業／ＪＣＲＴ編集会議Ｊ

２１日（土）：南関東地域ＦＲＴ第６回研修会

ＡＲＴ（web 開催）
２１日（水）
：第４回五役会
２４日（土）
：庶務事務作業（70 周年準備作業）

（web 開催）
２３日（月）
：庶務事務作業（LED 工事確認）／
第４回情報委員会（web 開催）

２６日（月）
：医学放射線学会・青木茂樹先生と

２４日（火）
：庶務事務作業（LED 工事確認）／

面談＝於:順天堂大学／第３回厚

ＪＣＲＴ第５回プログラム委員会

生調査委員会

（web 開催）

２７日（火）
：庶務事務作業／第３回 SR 推進委
員会（web 開催）
２９日（木）：第４回専門部委員会（web 開催）

２５日（水）
：庶務事務作業／ＪＣＲＴＷｅｂ口
述発表座長会議（web 開催）
２６日（木）
：ＪＣＲＴ実行委員会（ＴＡＲＴ）

／ＪＣＲＴ実行委員会（ＴＡＲＴ）

（web 開催）／第５回専門部委員会

（web 開催）

（web 開催）／医療技術者団体協議
会通常総会

【2021 年 8 月】
２日（月）
：南関東地域ＦＲＴ会議（web 開催）
３日（火）
：庶務事務作業（70 周年関連作業）

２８日（土）
：第１９回サマーセミナー（web 開
催）／第６地区 Meeting（web 開催）
３１日（火）
：ＪＡＲＴ財務委員会

４日（水）
：東京都看護協会・山元会長と面談
（都看協会館にて）
５日（木）
：ＪＡＲＴ・読影の補助分科会会議

【2021 年 9 月】
１日（水）
：庶務事務作業

（web 開催）／日本診療放射線連盟

２日（木）
：第５回理事会（web 開催）

説明会（web 開催）／庶務事務作業

５日（日）
：ＡＡＣＲＴ開閉会式鐘打動画収録

（70 周年関連作業）

６日（月）
：庶務事務作業／２０２１年１０月

７日（土）：日本診療放射線連盟説明会（web

号初校校正

７日（火）
：庶務事務作業／第５回厚生調査委
員会（web 開催）

４日（月）
：庶務事務作業
５日（火）
：庶務事務作業

８日（水）
：庶務事務作業

６日（水）
：経理事務作業

９日（木）
：３７ＪＣＲＴ会場担当者会議

７日（木）
：第６回理事会（web 開催）／ＪＣ

１１日（土）
：岸田文雄先生が地方の「声」を聴
く~リモートヒアリング企画 診療
放射線技師の「声」を聴くリモート
ヒアリング

ＲＴコングレスブック校正
９日（土）
：庶務事務作業
１１日（月）
：第１回選挙管理委員会／２０２１
年１１月号初校校正

１３日（月）
：南関東地域ＦＲＴ会議（web 開催）

１２日（火）
：ＪＡＲＴ臨床実習指導教員分科会

／合同学術講演会東京支部合同会

（web 開催）／２０２１学術大会Ｊ

議（web 開催）／２０２１年１０月

ＡＲＴ/ＴＡＲＴ合同会議（web 開

号青焼き校正

催）／庶務事務作業／第７回編集

１４日（火）
：第６回編集委員会

委員会（web 開催）／第３回７０周

１５日（水）
：第５回五役会（web 開催）

年実行委員会（web 開催）

１６日（木）
：渉外事務作業／第４回 SR 推進委
員会（web 開催）
１８日（土）
：渉外事務作業
１９日（日）
：第３回合同学術講演会東京支部合
同会議（web 開催）
２０日（月）
：南関東地域臨時会長会議（web 開
催）
／庶務事務作業
（FRT 会場準備）
２１日（火）
：渉外事務作業／第６回学術教育合
同委員会（web 開催）
２２日（水）
：庶務事務作業
２３日（木）
：渉外事務作業

１３日（水）
：ＪＣＲＴ担当者会議
１５日（金）
：庶務事務作業
１６日（土）：第７０回きめこまかな生涯教育
（web 開催）
１８日（月）
：医療従事者ネットワーク会議（都
庁) ／経理事務作業／ＪＣＲＴ
Web 発表者打ち合わせ
１９日（火）
：第２回総務委員会／経理事務作業
／庶務事務作業／２０２１年１１
月号青焼き校正
２０日（水）
：第１回表彰委員会（web 開催）／

２４日（金）
：庶務事務作業／渉外事務作業

第６回五役会（web 開催）／ＪＣＲ

２５日（土）
：第７５回技術学会東京支部学術大

ＴWeb 発表者打ち合わせ／第６回

会式典・総会出席／渉外事務作業
２７日（月）
：第６回厚生調査委員会（web 開催）
／第５回情報委員会（web 開催）
２８日（火）
：東京都福祉保健局医療政策部医療
安全課・小林氏と面談／３７ＪＣ
ＲＴ担当者会議（web）
３０日（木）：ＪＣＲＴ実行委員会（web 開催）
／第６回専門部委員会
（web 開催）

情報委員会（web 開催）
２１日（木）
：第１２６回ＮＯＣセミナー（web
開催）／庶務事務作業／渉外事務
作業
２３日（土）
：ＪＣＲＴWeb 発表者打ち合わせ／
２０２１学術大会実行委員会
２４日（日）
：ＪＣＲＴ第４回 Web 発表者説明会
（web 開催）
２５日（月）
：庶務事務作業／学術委員会／第５

【2021 年 10 月】

回 SR 推進委員会（web 開催）

２日（土）
：東京ビッグサイト（学会会場）内

２６日（火）
：ＪＣＲＴWeb 発表者打ち合わせ

覧会／ＪＡＲＴ第３回理事会（web

２７日（水）
：ＪＣＲＴ日本旅行と打ち合わせ

開催）／連盟理事会（web 開催）／

２８日（木）：第７回専門部委員会（web 開催）

庶務事務作業／渉外事務作業

２９日（金）
：ＪＣＲＴ実行委員会

３０日（土）
：日本診療放射線技師連盟 石原伸

／庶務事務作業

晃候補を応援する会（web 開催）／
中間監査準備
３１日（日）
：ＪＣＲＴWeb 発表者打ち合わせ

【2021 年 12 月】
１日（水）
：第１３地区研修会（web 開催) ／
庶務事務作業

【2021 年 11 月】
１日（月）
：中間監査
２日（火）
：庶務事務作業
４日（木）
：第７回理事会（web 開催）／２０
２１学術大会実行委員会(web 開催）
５日（金）
：２０２１学術大会実行委員会（ハ
イブリッド開催）／JCRT 実行委員

２日（木）
：第８回理事会（web 開催）
３日（金）
：顧問会議／事務職員賞与支給／第
４回７０周年実行委員会
４日（土）
：ＪＡＲＴ第４回理事会（web 開催）
／連盟理事会（web 開催）／３７
JCRT 経理作業／庶務事務作業／城
北支部研修会準備

会（Web 開催）

５日（日）
：教育委員幹事会議（web 開催）／

６日（土）
：経理事務作業

分科会合同会議（web 開催）／JART

８日（月）
：ＪＡＲＴ入魂式（鈴鹿医療科学大

教育委員幹事会議

学）／JCRT 打ち合わせ（TART）
（web

６日（月）
：庶務事務作業／技術学会合同会議

開催）／庶務事務作業／２０２１

（web 開催）／２０２２年１月号初

年１２月号初校校正

校校正

９日（火）
：JCRT 打ち合わせ（TART）
（web 開
催）／庶務事務作業／第８回編集
委員会（web 開催）
１０日（水）
：JCRT 打ち合わせ（TART）
（web 開
催）／庶務事務作業
１１日（木）
：２０２１学術大会前日準備・開会
式リハーサル
１２日（金）
：２０２１学術大会

７日（火）
：経理事務作業
８日（水）
：第１２７回ＮＯＣセミナー（web
開催）／庶務事務作業
９日（木）
：３７JCRT 経理作業
１０日（金）：渉外事務作業
１１日（土）
：経理事務作業／渉外事務作業
１３日（月）
：３７JCRT 経理作業／庶務事務作業
／第２回表彰委員会（メール会議）

１３日（土）
：２０２１学術大会

１４日（火）
：第９回編集委員会

１４日（日）
：２０２１学術大会

１５日（水）
：第８回五役会／庶務事務作業

１５日（月）
：南関東ＦＲＴ会議 （web 開催）／

１６日（木）
：庶務事務作業／２０２２年１月号

第３７回ＪＣＲＴ 片付け
１６日（火）
：第３７回ＪＣＲＴ 経理事務作業
／２０２１年１２月号青焼き校正
１７日（水）
：第７回五役会（web 開催）

青焼き校正
１７日（金）
：南関東地域・告示研修ファシリテ
ータ養成講習会（前日準備）
１８日（土）
：南関東地域・告示研修ファシリテ

１８日（木）
：経理事務作業

ータ養成講習会／四谷会計事務所

１９日（金）
：庶務事務作業／第８回学術委員会

と打ち合わせ

２２日（月）
：第３７回ＪＣＲＴ 経理事務作業
２３日（火）
：JART web 参加者領収証発送作業
２４日（水）
：第３７回ＪＣＲＴ 経理事務作業
／第７回情報委員会（web 開催）
２５日（木）：第８回専門部委員会（web 開催）
２９日（月）
：第３７回ＪＣＲＴ 経理事務作業

１９日（日）
：南関東地域・告示研修ファシリテ
ータ養成講習会
２１日（火）
：庶務事務作業／第 6 回 SR 推進委
員会（web 開催）
２２日（水）
：日本放射線技師連盟（岸田文雄と
国政を語る会）／事務所照明取扱

い説明
２３日（木）：第９回専門部委員会（web 開催）

２６日
（水）
： ２０２２年新春座談会
（web 開催）
２７日（木）
：第１０回専門部委員会（web 開催）

２５日（土）
：３７JCRT 経理作業

／告示研修ファシリテータ会議

２８日（火）
：事務所納め

（web 開催）
２８日（金）
：２０２１年度第１回災害対策研修

【2022 年 1 月】
３日（月）
：渉外事務作業
４日（火）
：事務所開き

会（web 開催）
２９日（土）
： 第１９回ウインターセミナー（web
開催）

５日（水）
：第９回五役会(臨時)
６日（木）
：第９回理事会(web 開催)
１０日（月）
：２０２２年２月号初校校正／渉外
事務作業
１１日（火）：第１０回編集委員会（web 開催）
１２日（水）：第１２８回ＮＯＣセミナー（web

【2022 年 2 月】
１日（火）
：庶務事務作業
２日（水）
：第９地区研修会（web 開催）／庶
務事務作業
３日（木）
：第１１回理事会（web 開催）

開催）／告示研修ファシリテータ

４日（金）
：東京ファシリテータ会議

会議／畦元将吾報告会
（web 開催）

５日（土）
：第２１回合同学術講演会（web 開

／庶務事務作業
１３日（木）：ＪＡＲＴ告示研修運営会議（web
開催）／経理事務作業／セコム電
子錠不具合連絡／庶務事務作業
１４日（金）
：庶務事務作業／２０２２年２月号
青焼き校正
１５日（土）
：庶務事務作業
１７日（月）
：第２回選挙管理委員会／第１９回
ウインターセミナー準備
１８日（火）
：庶務事務作業
１９日（水）
：第１０回五役会／第７回 SR 推進
委員会 （web 開催）
２０日（木）
：あぜもと将吾政経フォーラム／経
理事務作業／庶務事務作業／第９
回情報委員会（web 開催）
２１日（金）
：庶務事務作業／第１２回学術教員
区委員会（web 開催）
２２日（土）
：ＪＡＲＴ全国地域連絡協議会（会
長会議）
（web 開催）
２３日（日）
：セコム電子錠交換
２４日（月）
：南関東地域ＦＲＴ会議（web 開催）
／セコム電子錠交換確認
２５日（火）
：第１０回理事会（臨時）
（web 開催）

催）
６日（日）
：庶務事務作業／渉外事務作業
７日（月）
：３７JCRT JART 財務と打ち合わせ
／庶務事務作業
８日（火）
：２０２１学術大会実行委員会（web
開催）／第１１回編集委員会（web
開催）
９日（水）
：第１２９回ＮＯＣセミナー（web
開催）／庶務事務作業
１０日（木）
：経理事務作業／３７JCRT JART 財
務と打ち合わせ／２０２２年３月
号初校校正
１１日（金）
：２０２１年度第２回南関東地域協
議会拡大役員会（web 開催）
１２日（土）
：３７JCRT JART 財務と打ち合わせ
１５日（火）
：庶務事務作業／２０２２年３月号
青焼き校正／第 8 回 SR 推進委員
会（web 開催）
１６日（水）
：第１１回五役会／３７JCRT 経理
事務作業／渉外事務作業
１７日（木）
：第１３０回ＮＯＣセミナー（web
開催）
１８日（金）
：第１２地区研修会（web 開催）

／学術大会 JART 経理確認打ち合

１９日（土）
：告示研修（群馬）視察

わせ

２０日（日）
：告示研修（群馬）視察

２１日（月）
：庶務事務作業

２０２２年４月号初校校正／第５

２２日（火）
：第１回告示研修（東京）への出向

回７０周年実行委員会（キタジマ）

／告示研修講師打ち合わせ／第１

１０日（木）：学術教育打ち合わせ

０回情報委員会（web 開催）

１１日（金）
：庶務事務作業

２４日（木）
：第１１回専門部委員会（web 開催）

１３日（日）
：庶務事務作業

２５日（金）：多摩放射線技師連合会総会（web

１４日（月）
：経理事務作業／庶務事務作業／２

開催）／第５地区研修会（ハイブリ
ッド開催）
２６日（土）
：第５回ＪＡＲＴ理事会（web 開催）
２７日（日）
：庶務事務作業
２８日（月）
：第３８回ＪＣＲＴ合同会議（web
開催）

０２２年４月号青焼き校正
１５日（火）
：庶務事務作業／渉外事務作業／第
１４回学術教育委員会
１６日（水）
：東京電子専門学校卒業式／第３回
表彰委員会（web 開催）／第１２回
五役会
１７日（木）
：庶務事務作業

【2022 年 3 月】
１日（火）
：庶務事務作業
２日（水）：第１３１回ＮＯＣセミナー（web
開催）／庶務事務作業
３日（木）
：第１２回理事会（web 開催）
４日（金）
：庶務事務作業／告示研修準備作業
／ワンコインセミナー打ち合わせ
（web 開催）

２２日（火）
：第１２回専門部委員会・臨時（web
開催）
２３日（水）
：第１３回理事会・臨時（web 開催）
２４日（木）
：庶務事務作業
２５日（金）
：荒川消防署へ消防訓練申請／来年
度看護フェスタ打ち合わせ②（慶
應義塾大学病院）
２８日（月）
：放射線技師議連設立総会（web 開

５日（土）
：第１回告示研修

催）／庶務事務作業／第１１回

６日（日）
：第２回告示研修

情報委員会（web 開催）

７日（月）
：庶務事務作業／告示研修処理作業

２９日（火）
：経理事務作業

８日（火）
：庶務事務作業／第１２回編集委員

３０日（水）
：あぜもと将吾活動報告会（web 開

会（web 開催）／来年度看護フェス

催）／庶務事務作業／厚生調査委

タ打ち合わせ①（慶應義塾大学病

員会（web 開催）

院）
９日（水）
：２０２１学術大会口座解約手続／

３１日（木）
：第１３回専門部委員会（web 開催）

2. 各地区共通活動
総会･研修会･生涯教育･学術大会･スポーツ大会などの東放技主催事業への協力。会員増員への啓発活
動､会員名簿のメンテナンス､東放技会と会員間の案内活動などとその活動報告

3. 地区活動報告
【第 1 地区】
◇地区委員会開催 9 回（内メール会議 6 回）
◇城東支部研修会

開催なし

◇中央区健康福祉まつり 2021

【第 5 地区】
◇地区委員会開催 11 回（内メール会議 5 回）

2021 年 10 月 24 日（日） ◇城北支部研修会
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため開催中止）
◇地区研修会

参加人数：会員 45 名、一般 1 名
◇地区研修会

開催なし

2021 年 12 月 4 日（土）
2022 年 2 月 25 日（金）

参加人数：会員 24 名、非会員 3 名、一般 1 名

【第 2 地区】

【第 6 地区】

◇地区委員会開催 11 回（内メール会議 11 回）

◇地区委員会開催 11 回（内メール会議 5 回）

◇城東支部研修会

◇城北支部研修会

開催なし

◇中央区健康福祉まつり 2021

参加人数：会員 45 名、一般 1 名

2021 年 10 月 24 日（日） ◇地区研修会
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

2021 年 12 月 4 日（土）
2021 年 8 月 28 日（土）

参加人数：会員 43 名、非会員 23 名

のため開催中止）
◇地区研修会

開催なし

◇クリーンデー（中央区内一斉清掃日）
2021 年 5 月 30 日（日）
参加人数：0 名（新型コロナウイルス感染症の感

【第 7 地区】
◇地区委員会開催 9 回（内メール会議 8 回）
◇城東支部研修会

開催なし

◇中央区健康福祉まつり 2021
2021 年 10 月 24 日（日）

染拡大防止のため開催中止）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
【第 3 地区】

のため開催中止）

◇地区委員会開催 13 回（内メール会議 1 回）
◇城西支部研修会

開催なし

2021 年 4 月 7 日（水）

参加人数：会員 36 名、非会員 2 名
◇地区研修会

◇地区研修会

開催なし

【第 8 地区】
◇地区委員会開催 11 回（内メール会議 11 回）
◇城南支部研修会

開催なし

【第 4 地区】

◇地区研修会

開催なし

◇地区委員会開催 12 回（内メール会議 1 回）

◇OTA ふれあいフェスタ 2021

◇城南支部研修会

開催なし

◇地区研修会

開催なし

◇OTA ふれあいフェスタ 2021

2021 年 11 月予定
参加人数：0 名（新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため開催中止）

2021 年 11 月予定
参加人数：0 名（新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため開催中止）

【第 9 地区】
◇地区委員会開催 11 回（内メール会議 8 回）

◇城西支部研修会

2021 年 4 月 7 日（水）

◇地区研修会

開催なし

参加人数：会員 36 名、非会員 2 名
◇地区研修会

2022 年 2 月 2 日（水）

参加人数；会員 76 名、非会員 11 名、一般 3 名

【第 15 地区】
◇地区委員会開催 12 回（内メール会議 9 回）
◇城南支部研修会

開催なし

【第 10 地区】

◇地区研修会

開催なし

◇地区委員会開催 11 回（内メール会議 11 回）

◇OTA ふれあいフェスタ 2021

◇城西支部研修会

2021 年 4 月 7 日（水）

参加人数：会員 36 名、非会員 2 名
◇地区研修会

開催なし

2021 年 11 月予定
参加人数：0 名（新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため開催中止）

【第 11 地区】

【第 16 地区】

◇地区委員会開催 12 回（内メール会議 11 回）

◇地区委員会開催 11 回

◇城南支部研修会

開催なし

◇城北支部研修会

◇地区研修会

開催なし

◇OTA ふれあいフェスタ 2021

2021 年 12 月 4 日（土）

参加人数：会員 45 名、一般 1 名
◇地区研修会

開催なし

2021 年 11 月予定
参加人数：0 名（新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため開催中止）

4. 支部活動報告
城西支部研修会 1 回
城北支部研修会 1 回

【第 12 地区】
◇地区委員会開催 7 回

5. 特別委員会活動報告

◇多摩支部研修会

開催なし

【表彰委員会】

◇地区研修会

2022 年 2 月 18 日（金）

◇主な活動内容

参加人数：会員 64 名、非会員 26 名、新卒かつ
新入会 6 名、他職種 1 名、一般 7 名

1）東京都功労者表彰候補者推薦
2）叙勲候補者推薦
3）功労賞候補者推薦

【第 13 地区】

◇委員会（内メール会議 1 回）

◇地区委員会開催 10 回（内メール会議 5 回）

第 1 回委員会

2021 年 10 月 20 日（水）

◇多摩支部研修会

開催なし

第 2 回委員会

2021 年 12 月 13 日（月）－

◇地区研修会

2021 年 12 月 1 日（水）

20 日（月）

参加人数：会員 66 名、一般 2 名

第 3 回委員会

2022 年 3 月 16 日（水）

【第 14 地区】

【定款諸規程等検討委員会】

◇地区委員会開催 11 回（内メール会議 11 回）

◇主な活動内容

◇城東支部研修会

開催なし

本年度はなし

◇中央区健康福祉まつり 2021
2021 年 10 月 24 日（日） 【国際委員会】
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため開催中止）

◇主な活動内容
1）SRTA 学術大会への派遣演題 2 演題

2022 年 3 月 10 日（木）－13 日（日）
【創立 70 周年記念事業実行委員会】
◇主な活動内容
1）記念誌発行
◇委員会
第 1 回委員会

2021 年 7 月 13 日（火）

第 2 回委員会

2021 年 8 月 10 日（火）

第 3 回委員会

2021 年 10 月 12 日（火）

第 4 回委員会

2021 年 12 月 3 日（金）

第 5 回委員会

2022 年 3 月 9 日（水）

Ⅳ 活動報告（庶務概要）
1．2021 年度会員数
会員数
正 会 員

2021 年度末
増

2321

減

209

差引

127

82

合病院
第 11 地区 富岡 英樹

陸上自衛隊朝霞駐

屯地医務室
第 11 地区 志田 晃一

2．会議の回数
総会 1 回、理事会 13 回、専門部委員会 13 回

3．主な発行資料および文章に関する事項
（1）定期総会開催について
（2）学術講演会など講師依頼について
（3）広告掲載のお願いについて
（4）表彰候補者の推薦について

東邦大学医療セン

ター大橋病院
第 13 地区 森田 淳一

かわさきクリニッ

ク
第 13 地区 伊藤 宏和

川野病院

第 14 地区 長谷川 浩章

国際医療福祉大学

第 15 地区 原田 崇

帝京大学医学部附

属溝口病院

（5）入会案内について
【小野賞】

4．2021 年度物故者に関する件（敬称略）
物故会員は次の方です｡
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

岡本

日出夫

澤田

俊明

学術委員会 長谷川 浩章

国際医療福祉大学

第 3 地区

田中 志穂

慶應義塾大学病院

第 5 地区

菊地 克彦

東京北医療センタ

ー
第 13 地区 首藤 淳

杏林大学医学部付

属病院

長谷川 光男

【学術奨励賞】

5．叙勲などに関する事項（敬称略）
【秋の叙勲 瑞宝双光章】
伊藤 俊一

元

佐々総合病院

真一

用した Readout Segmented EPI 画像の歪みの検

三田 智穂
春日部市立医療センター

東大和病院

「災害時 ID・バーコードを用いた他職種を含めた
患者管理とスループットの改善を目的とした有効

【功労賞】
関

「拡散強調画像における multi slice 同時励起を併

【新人奨励賞】

大聖病院

【特別功労賞】
工藤 年男

東京医科大学病院

討」

【東京都功労者表彰】
川崎 政士

岡本 淳一

立正佼成会附属佼成病院

大塚 竜登

【労働精励賞】
第 4 地区 神部 藍

ホロジックジャパ

ン株式会社
第 4 地区 永倉 健司

性の検討」

東京慈恵会医科大

学附属病院
第 6 地区 中山 郁恵

関川病院

第 6 地区 松本 浩治

苑田第一病院

第 10 地区 松田 紗代子

新渡戸記念中野総

新松戸中央総合病院

「小児撮影におけるワークフローの見直し」

