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       THE NEWS OF THE TOTTORI ASSOCIATION OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 

 

 

 

 

 

 「業務拡大に伴う統一講習会」法令改正を今一度ご確認ください！  

 

「診療放射線技師法及び臨床検査技師等に関する法律の一部改正の施行等について」 

(都道府県医務主管部(局)長あて 厚生労働省医政局医事課長通知) 

(平成 27年 3月 31日医政医発 0331第 2号) 

 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26

年法律第 83号)、「医療法施行令等の一部を改正する政令」(平成 27年政令第 46号)及び「診療放射線技師

法施行規則及び臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成 27 年厚生労働省令

第 18 号)により、診療放射線技師及び臨床検査技師の業務範囲が見直され、同年 4 月 1 日から施行されて

います。 

これらの改正の内容については、「医療法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(平成 27 年 2

月 17 日医政発 0217 第 8 号)等により、厚生労働省医政局長から都道府県知事宛てに通知されたところです

が、これに関する留意事項は下記のとおりですので、貴職におかれましては、その内容を御了知いただくとと

もに、貴管下の市町村(特別区を含む。)、医療機関、審査支払機関、関係団体等に周知をお願いいたします。 

 

記 

第一 診療放射線技師の業務範囲の見直しについて 

(1) 新たな業務に関する留意事項 

診療放射線技師の業務範囲に新たに追加される行為は、以下の 3つであること。 

① 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路確保のためのものを除く。)、造影剤を投与するために

当該造影剤注入装置を操作する行為、当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為 

② 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注

入する行為 

③ 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから空気を吸引する

行為 
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「造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為」とは、造影剤注入装置のスイッチを押す行為

のみを指すものであること。 

また、「造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為」においては、造影剤の血管からの漏出

やアナフィラキシーショック等が生じる可能性があるため、診療放射線技師は、医師や看護師等の立会いの下

に造影剤注入装置を操作するものであること。 

(2) 新たな業務の研修に関する留意事項 

診療放射線技師が新たな業務を行うに当たっては、法令により、研修の受講が義務付けられているもので

はないが、その養成課程において新たな業務に係る教育を受けていない診療放射線技師については、医療

安全の確保の観点から、新たな業務を行うに先立って、公益社団法人日本診療放射線技師会が実施する研

修を受ける必要があること。 

また、当該研修における教育の内容は、別添 1の表に掲げる内容以上とし、同表に掲げる達成目標に到達

する必要があること。 

以上 

 

診療放射線技師養成課程においては、新たな業務への対応として、93 単位の履修から 2 単位増え、95

単位となりました。2020 年（令和 2 年）4 月以降、この課程を修了し国家試験に合格した学生が就職してきま

す。日本診療放射線技師会では、法令改正並びに通知に基づき、平成 27 年度から「業務拡大に伴う統

一講習会」を各都道府県で実施しています。地方での開催は、今年度が最終年度となります。特に、造

影剤注入装置に係る行為は、多くの診療放射線技師が関わることが想定されます。「業務拡大に伴う統一講

習会」の受講を推奨します。 

  

「法令により、研修の受講が義務付けられているものではないが、」に注意！ 

研修を受けずに造影剤注入装置に係る行為など、新たな業務に従事して良いとのことではありません。十

分注意してください。 

 

＊統一講習会の「修了証書」について 

厚生労働省医政局長並びに公益社団法人日本診療放射線技師会長から、研修修了者番号が記載された

修了証書が交付されます。当該番号は、研修修了者籍として登録、管理されています。 
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 第８０回 公益社団法人日本診療放射線技師会 定時総会報告  

 

期日  令和元年６月１日（土）  午前１１時～午後２時３０分 

会場  東京都千代田区大手町１-３-７ 日経ホール 

 

議長 奈良県診療放射線技師会 水野 吉将 氏 

    島根県診療放射線技師会 山田 正雄 氏 

出席代議員  １８０名   委任状提出 ８名 

 

１ 報告事項 

平成３０年度 事業報告について 

平成３０年度 決算報告について 

平成３０年度 監査報告について 

 

平成３０年度の事業報告として、災害対策委員会の活動、第 34 回日本診療放射線技師学術大会（山口大

会）、診療放射線技師法の一改改正に伴う「統一講習会」の実施「医療放射線の適正管理に関する検討会」

並びに「診療放射線技師学校養成所カルキュラム等改善検討委員会」の活動の進展が上げられます。 

 報告事項について、賛成多数により、承認されました。 

 

２ 議案 

第 1号議案 平成３１・令和元年度 事業計画（案）について 

第２号議案 平成３１・令和元年度 予算（案）について 

第３号議案 診療放射線技師法 改正（案）について 

第４号議案 会費等納入規定 改正（案）について 

 

第１号議案から第４号議案まで、賛成多数により、承認されました。 

詳細については、日本診療放射線技師会誌 2019年 6月号 P58～P91を参照してください。 

 

<総会での質問>  

平成２７年度からの「業務拡大に伴う統一講習会」について、鳥取県の受講率が３５％と全国平均より低い

状況にあり、総会にて質問をいたしました。 

「臨床検査技師も同様に業務拡大に伴う統一講習会を実施されており、診療放射線技師の受講率と比較さ

れると思いますが、受講率の目標はいかがでしょうか。」 

JART 執行部から、「臨床検査技師においては、７０％を超えている。診療放射線技師においても７０％を超

えることが、目標設定となる。」との回答です。 

 診療放射線技師法施行規則で新たな業務となった造影剤注入装置を操作する行為などは、国から留意事
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項が通知されていますが、「業務拡大に伴う統一講習会」の修了者として、従事することが重要です。 

 また、「画像診断における読影の補助について進展してきているところで、その労力に対する評価（算定）に

ついて」見解をお尋ねしました。既存の算定の中に組み入れて行く展開との回答です。労力と対価は対であ

ろうと思います。 

代議員 岡村 章仁 

 

 

 

 医療法施行規則改正への対応は！  

 

医療法施行規則の改正が、平成 31 年 3 月 12 日付政発 0312 第 7 号で発せられ、いよいよ国内において

も診療用放射線に係る安全管理が、法令で定められる時代となりました。2020 年 4 月からの施行に向けて、

安全管理の責任者（医療放射線安全管理責任者）、安全利用のための指針作成、研修、線量管理、線量記

録など、どのように、どこまで対応すれば良いかなど、検討されていることと思います。 

 本会では、「医療被ばく線量適正管理委員会」が組織され、各地区での研修会（7 月、8 月）、セミナーの実

施など、法令改正への対応、線量管理を牽引されています。ぜひ、セミナー（8月 31日）に参加してください。 

 

鳥取県診療放射線技師会 

【医療被ばく線量適正管理委員会】 

委員長 鳥取市立病院 桂川 正美 氏 

委 員 三朝温泉病院 中松 裕輔 氏 

委 員 鳥取県立厚生病院 金光 太郎 氏 

委 員 鳥取大学医学部附属病院 橋本 伸生 氏 

 

【活動内容】 

(1)医療法施行規則改正の講習会の実施 

(2)施行に係る問題点、疑問点への議論並びに検討の実施 

(3)診断参考レベル（DRL）の検証活動の実施 
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●研修会報告 

 

 ・鳥取造影 CTゼミナール開催報告  

 

   

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 6月 8日（土）13時より、鳥取県立中央病院 1階多目的ホールにて「鳥取造影 CTゼミナ

ール」が開催されました。東海地区で造影 CT 検査における造影剤投与法の適正化を行う事を目的

に活動されている「東海造影 CT ゼミナール」より、日比野友也先生（総合大雄会病院、代表世話

人）、井田義宏先生（藤田医科大学病院）、三好利治先生（岐阜大学医学部附属病院）の３名にご講

演いただきました。東部地区 20 名・中部地区 10 名・西部地区 15 名の 45 名の会員と他県からの参

加された 10名を合わせて 55名の方に参加がありました。 

講義型の勉強会では、造影剤の基礎知識・体内での循環機序・TEC の基礎から腹部臓器の適切

な造影注入方法まで、きめ細やかな内容を丁寧に講演いただきました。装置に依存してルーティン作

業になりがちな造影CT検査を学び直すことで、より精度の高い検査をめざしていきたいと再確認でき

た貴重な機会となりました。また、講師の先生たちが質疑しやすい雰囲気を作ってくださったおかげ

で、活発な質疑応答ができて良かったと感じております。セミナー終了後も講師の先生をつかまえて

疑問点を聴いたりと大盛り上がりでした。勉強会終了後は、運営役員有志で懇親会を開催しました。

和やかな雰囲気の中、まじめな話もあり笑い話もあり、楽しく充実した時間を過ごすことができました。 
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・フレッシャーズセミナー開催報告  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

今回の勉強会は、実質系の造影 CT 理論につ

いて学んだのですが、血管系の造影 CT 理論を

学ぶ講演もあるとお聞きしています。その実現を

目指す上でも継続して交流を深めて行きたいと思

います。これからも試行錯誤しながら楽しく学べる

勉強会を企画していきたいと考えていますので、

会員のみなさまのご協力のほど、よろしくお願いし

ます。 

TottoriBIRTMeeting代表世話人  

鳥取県立中央病院 小山 亮 

令和元年６月３０日１０時より倉吉病院の３階会議室で開催しました。参加者は新人７名、講師３名、

スタッフ３名、引率者２名でありました。 

『技師会について ＣＳ９について』、『病気の理解（脳神経、呼吸器）』、『医療コミュニケーション』、

『胸部撮影法』、『感染対策』、『被ばく低減』と多くの講義がありましたが、各講師が工夫を凝らされ、

実践的な講義でした。 

また、来年度も内容を変えて、開催しますのでよろしくお願いいたします。 

理事（JART 教育委員）深田 尚洋 
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● 研修会のお知らせ  

 

診療放射線技師法改正に関する法律の一部改正に伴う講習会の実施について 

 

・業務拡大に伴う統一講習会のご案内  

主催（公社）日本診療放射線技師会    

共催（一社）鳥取県診療放射線技師会  

場所 倉吉市小田 458  伯耆しあわせの郷  

日時 令和元年 8月 25日（日） 9月 1日（日） 両方の出席が必要です。 

 

申込方法 JART情報システム内のメニュー 「生涯教育・イベント参加のお申し込み」からです。 

申込期間 令和元年 6月 25日～令和元年 8月１１日 

 

受講料払込 お申し込み後、払込票は JARTがお送りいたします。 

受講生の受講実績によって受講内容、受講料が異なります。 

受講料 ① 通常（条件なし）の場合 会員 15,000円 非会員 60,000円 

② 「静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会」修了者の場合 会員 13,000円 非会員 50,000円 

③ 「注腸 X線検査臨床研修統一講習会」修了者の場合 会員 5,000円 非会員 35,000円 

④ 「②かつ③」の場合 会員 3,000円 非会員 15,000円 

＊受講料の支払いがされてない場合は受講をお断りする場合があります。 

実習についての注意事項 

〇 BLS等の実習があります。動きやすい服装をお願いします。 

不向きな服装例 ① 襟が深めなシャツ 

② ローライズのズボン 

③ ヒールのある、ヒールの高い靴 

〇 実習時にはこまめな水分補給をお願いします。 

特に胸骨圧迫の実習では思った以上に疲れるので、喉が渇いたと感じる前に 

各自で水分補給をお願いします。 

 

業務拡大に伴う統一講習会 （鳥取県） に関するお問い合わせ 

鳥取県診療放射線技師会 JART教育委員 深田 尚洋 

勤務先 鳥取県立厚生病院 中央放射線室  電話 0858-22-8181内線 5120 

 

＊地方での開催は、今年度が最終となります。来年度以降は、東京都での開催となります。 
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・業務拡大に伴う統一講習会のスケジュール  

 

〇 講義・確認試験 大研修室         

〇 実習 中研修室 

 

8月 25日（日曜日）  1日目スケジュール         9月 1日（日曜日）   2日目スケジュール 

限 時間 科目    限 時間 科目   

  9:00～9:20 受付    9:00～9:20 受付 

  9:20～9:30 開講式・説明  1 9:20～10:40 ＊実習  静脈 

1 9:30～10:20 DVD 静脈（５２min）    10:40～10:50 休憩 

2 10:20～11:10 DVD 静脈（５４min）  2 10:50～11:40 DVD IGRT（３７min） 

  11:10～11:30 休憩    11:40～12:30 DVD IGRT（５４min） 

3 11:30～12:20 DVD 静脈（５１min）  3 12:30～13:20 昼休憩 

  12:20～13:10 昼休憩  4 13:20～14:10 ＊実習 IGRT 

4 13:10～14:00 DVD 法改正（１１+３６min）    14:10～14:20 休憩 

5 14:00～14:50 DVD 下部消化管（３９min）  5 14:20～15:10 DVD 下部消化管（３９min） 

  14:50～15:00 休憩    15:10～16:00 ＊実習 下部消化管 

6 15:00～15:50 DVD 下部消化管（３９min）  6 16:00～16:10 休憩 

7 15:50～16:40 DVD 下部消化管（４２min）    16:10～17:10 ＊実習 BLS 

  16:40～16:50 休憩  7 17:10～17:20 休憩（準備） 

8 16:50～17:40 DVD IGRT（３４min）    17:20～18:00 ＊確認試験 

     8 18:00～18:10 閉講式 

 

   「静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会」修了者は免除 

   「注腸 X線検査臨床研修統一講習会」修了者は免除 
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● ・第１回 中部地区研修会のご案内  

（一社）鳥取県診療放射線技師会   

１ 日時：令和元年 7月 3日（水）18：30～20：00  

２ 場所：鳥取県立厚生病院 5階大会議室  

３ 内容：講演「医療法施行規則改正の詳細と解釈について」 （討論含めて 90分）  

講師：鳥取県診療放射線技師会 医療被ばく線量適正管理委員会委員長  

鳥取市立病院 桂川 正美 氏  

 

中部地区理事 学術教育担当 清水病院 中西 和宏 

 

 

● ・第１回 東部地区研修会のご案内  

（一社）鳥取県診療放射線技師会   

１ 日時：令和元年 7月 24日（水）18：30～20：00 

２ 場所：鳥取赤十字病院 1階 多目的ホール 

３ 内容：講演 「医療法施行規則改正の詳細と解釈について」 （討論含めて 90分） 

        講師：鳥取県診療放射線技師会 医療被ばく線量適正管理委員会委員長  

鳥取市立病院 桂川 正美 氏  

 

東部地区理事 学術教育担当 鳥取赤十字病院 中山 英俊 

 

 

● ・第２回 西部地区研修会のご案内  

（一社）鳥取県診療放射線技師会   

１ 日時：令和元年 8月 8日（木）18：00～19：30 

２ 場所：鳥取大学医学部附属病院 421講義棟 

３ 内容: 講演 「医療法施行規則改正の詳細と解釈について」 （討論含めて 90分） 

講師：鳥取県診療放射線技師会 医療被ばく線量適正管理委員会 委員長 

鳥取市立病院 桂川 正美 氏 

 

西部地区理事 学術教育担当 山陰労災病院 坪内 寛 
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・診療用放射線に係る安全管理のための鳥取・島根合同セミナー  

 

日時 令和元年８月３１日（土） １３時～１６時 

場所 鳥取県米子市西町３６-１  鳥取大学医学部附属病院 431 講義室 

 

内容 

１３：００～１３：０５ 開会の挨拶 鳥取県診療放射線技師会 会長 岡村 章仁 

（１）話題提供  １３：０５～１３：４５ 

○被ばく管理ソフト ＤＯＳＥ ＭＡＮＡＧＥＲの紹介  富士フィルムメディカル株式会社  

○被ばく低減施設取得までの取り組み   

公益社団法人 鳥取県中部医師会立 三朝温泉病院 中松 裕輔 氏 

（２）教育講演  １３：４５～１４：１５ 

○「医療法施行規則の改正と解釈 特に線量記録について」 

講師：鳥取県診療放射線技師会  医療被ばく線量適正管理委員会 委員長 桂川 正美 氏  

 

１４：１５～１５：００ 

○「DOSE MANAGERの使用経験」 

講師：社会医療法人慈生会等潤病院 診療技術部 放射線科長 小谷野 匡章 氏 

（３）特別講演  １５：１０～１５：５５ 

○「医療放射線安全管理責任者と診療放射線技師の役割」 

講師：公益社団法人 日本診療放射線技師会  理事 小田 正記 先生 

 

１５：５５～１６：００  閉会の挨拶  島根県診療放射線技師会 会長 山田 正雄  

共催： 一般社団法人 鳥取県診療放射線技師会・一般社団法人 島根県診療放射線技師会 

・富士フィルムメディカル株式会社 山陰営業所 
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● ・第 4回中国医療情報技師会研修会のご案内  

日時：令和元年 7月 13日（土）13：45（終了 18：10予定） 

場所：島根県松江市母衣町 200 松江赤十字病院 本館 6階講堂  

参加費：1000円 

参加資格：不問 

情報交換会：19時開始（サンラポーむらくも） 

参加の事前登録は下記ホームページにてお願いします 

https://cyugoku-hita.wixsite.com/chita 

 

 

  ・第 2回肺がん部会技術研修会・第 7回 TottoriBIRTMeeting  

 日時：令和元年 8月 24日（土） 

 場所：倉吉市東昭和町 150 鳥取県立厚生病院 中央診療棟 5階 大会議室   

    第 2回肺がん部会技術研修会 

 ＊当日は、軽食を準備しております。 

なお、国公立等の施設にご所属の先生方におかれましては、事前にご所属施設の規則をご確認の上、 

ご対応いただきますようお願い申し上げます。 

  １０：００～１２：００ 

【一般演題】 座長：鳥取県立厚生病院 中央放射線室 水落 勇気 氏 

    1. 松江市立病院における肺がん CT検診の現状  １０：００～１０：２５ 

                             松江市立病院 放射線部 岩坂 徹 先生            

    2. 肺がん術前造影 CT検査の紹介     １０：３０～１０：５５ 

                      鳥取県立中央病院 中央放射線室 上山 忠政 先生            

    3. 広範囲MR撮像 DWIBS法を用いた癌病変描出の取り組み １１：００～１１：２５ 

                 広島大学病院 診療支援部 画像診断部門 穐山 雄次 先生            

    4. （仮） ESURガイドライン ver10.0 と至適造影法の話題  １１：３０～１１：５５ 

               エーザイ株式会社フィールドトレーナー本部  久本 圭史郎 先生            

１２：1０～１３：００ 

【特別講演】座長：鳥取大学医学部附属病院 放射線部 津田正樹 氏 

    「胸部 CTからわかる循環器疾患」 

         医療法人社団健心会みなみ野循環器病院  放射線科 望月 純二 先生 

 

https://cyugoku-hita.wixsite.com/chita
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  第 7回 TottoriBIRTMeeting 

  参加費：500円 

 【第一部】13時 30分～15時 20分 

座長（当番世話人）鳥取県立厚生病院中央放射線室  松本俊和 氏 

1.ステントグラフト内挿術後の endoleak評価に 4D-CTAが有用であった症例 

鳥取県立厚生病院中央放射線室 石本 昌宏 氏 

2. SPECT装置の立ち上げに際して 

奈良県立医科大学付属病院中央放射線部 中野 知己 氏 

3.Olea Nova+の基礎的検討 

鳥取赤十字病院放射線技術課 中山 英俊 氏 

【休憩】15時 20分～15時 30分 

【第二部】15時 30分～17時 30分 

座長 中部医師会立三朝温泉病院 中松 裕輔 氏 

4.肝胆膵のMR最新撮像技術と臨床応用 

広島大学病院診療支援部画像診断部門 神岡 尚吾 氏 

5.より良い造影 CT 検査をめざして 

山陰労災病院中央放射線部 増田 大 氏 

 

懇親会を北条オートキャンプ場で予定しています。 

会場準備の兼ね合いで事前登録（ birtmeeting@gmail.com ）をお願いします。 

 

 

● 会員の皆様へ 

所属施設、自宅住所、登録アドレス等の変更がありましたら、事務局まで「変更届」の 

提出をお願いします。また、JARTの変更も速やかに HP よりお願いします。 

 

※ 変更届は鳥取県診療放射線技師会ホームページ（ http://torihougi.com/ ） 

よりダウンロードできます。 

 

皆様からの研修会の広報依頼等あれば下記までお願いいたします。 

（ publictart@gmail.com ）   広報担当まで 
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