秋放技発 第 40 号
令和 3 年 4 月 23 日
会 員 各 位
（公社）秋田県診療放射線技師会
会長 豊嶋 英仁
2021 年度フレッシャーズ・リフレッシャーズセミナー開催について（ご案内）
拝啓
陽春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より本会事
業に多大のご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本会では（公社）日本診療放射線技師会との事業として、入職５年目くらいまでの若
手技師や新卒技師を対象として、標記セミナーを開催しております。また，リフレッシャーズ
セミナーと題して，ベテラン技師の振り返りとしても活用できる内容を企画いたしました．
今回は新型コロナ感染防止のためWeb方式にて開催いたします．
皆様にはご多用とは存じます
が万障お繰り合わせの上ご参加くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記

日時：2021 年 5 月 23 日（日）9:30～17:30
方式：Web 開催（事前登録制）
配信場所：秋田市賑わい交流館 あう 会議室
参加費：無 料
9:30～11:00 令和 3 年 秋田県診療放射線技師会 学術大会
11:15～11:30 読影の補助の発展ために重要な背景
11:30～12:10 読影の補助分科会 これからの進め方
お昼休憩

日本診療放射線技師会 会長 上田 克彦
日本診療放射線技師会 読影分科会長 加藤 京一

（この間，一度回線が切断されることがあるかもしれませんが，13:10 には開通いたします．
）

13:10～13:40 技師会の役割（生涯教育・入会案内・認定資格） 秋田県診療放射線技師会 会長 豊嶋 英仁
13:40～14:40 社会人としてのマナー・コミュニケーション 秋田県診療放射線技師会 常務理事 田村 博文
14:50～15:50 感染対策

日本診療放射線技師会

15:50～16:50 医療安全

秋田県診療放射線技師会 副会長 柴田 輝雄

17:00～17:30 被ばく低減

教育委員 川又 渉

秋田県診療放射線技師会 業務執行理事 千葉 大志

＊事前登録方法
〆切り 5 月 14 日まで，akita@aart.jp にフレッシャーズセミナー受講希望と題して，会
員番号（非会員の方はその旨）
，氏名，所属，メールアドレスを記載の上，申し込み下さい．
また，学術大会の参加申し込みも，併せて行ってください．学術大会終了後，お昼休憩時に
一度切断される可能性がありますが，午後には開通いたします．
新入会員の方には粗品を提供いたします．また，受講カウントも付与されます．
以上
事前登録・お問い合わせ 秋田県診療放射線技師会 akita@aart.jp 川又 渉

秋放技発
第 40 号の 2
令和 3 年 4 月 23 日
施 設 長 様
（公社）秋田県診療放射線技師会
会長 豊嶋 英仁
2021 年度フレッシャーズ・リフレッシャーズセミナー開催について（ご案内）
拝啓

陽春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より本会事
業に多大のご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本会では（公社）日本診療放射線技師会との事業として、入職５年目くらいまでの若
手技師や新卒技師を対象として、標記セミナーを開催しております。また，リフレッシャーズ
セミナーと題して，ベテラン技師の振り返りとしても活用できる内容を企画いたしました．
今回は新型コロナ感染防止のため Web 方式にて開催いたします．貴施設の若手診療放射線技
師のセミナーへの参加に，各段のご高配を賜りたくお願い申し上げます。
敬具
記
日時：2021 年 5 月 23 日（日）9:30～17:30
方式：Web 開催（事前登録制）
配信場所：秋田市賑わい交流館 あう 会議室
参加費：無 料
9:30～11:00

令和 3 年 秋田県診療放射線技師会 学術大会

11:15～11:30 読影の補助の発展ために重要な背景
11:30～12:10 読影の補助分科会 これからの進め方
お昼休憩

日本診療放射線技師会 会長 上田 克彦
日本診療放射線技師会 読影分科会長 加藤 京一

（この間，一度回線が切断されることがあるかもしれませんが，13:10 には開通いたします．
）

13:10～13:40 技師会の役割（生涯教育・入会案内・認定資格） 秋田県診療放射線技師会 会長 豊嶋 英仁
13:40～14:40 社会人としてのマナー・コミュニケーション 秋田県診療放射線技師会 常務理事 田村 博文
14:50～15:50 感染対策

日本診療放射線技師会

15:50～16:50 医療安全

秋田県診療放射線技師会 副会長 柴田 輝雄

17:00～17:30 被ばく低減

教育委員 川又 渉

秋田県診療放射線技師会 業務執行理事 千葉 大志

＊事前登録方法
〆切り 5 月 14 日まで，akita@aart.jp にフレッシャーズセミナー受講希望と題して，会
員番号（非会員の方はその旨）
，氏名，所属，メールアドレスを記載の上，申し込み下さい．
また，学術大会の参加申し込みも，併せて行ってください．学術大会終了後，お昼休憩時に
一度切断される可能性がありますが，午後には開通いたします．
新入会員の方には粗品を提供いたします．また，受講カウントも付与されます．
事前登録・お問い合わせ 秋田県診療放射線技師会 akita@aart.jp 川又 渉

秋放技発
第 40 号の 3
令和 3 年 4 月 23 日
所 属 長 様
（公社）秋田県診療放射線技師会
会長 豊嶋 英仁
2021 年度フレッシャーズ・リフレッシャーズセミナー開催について（ご案内）
拝啓

陽春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より本会事
業に多大のご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本会では（公社）日本診療放射線技師会との事業として、入職５年目くらいまでの若
手技師や新卒技師を対象として、標記セミナーを開催しております。また，リフレッシャーズ
セミナーと題して，ベテラン技師の振り返りとしても活用できる内容を企画いたしました．
今回は新型コロナ感染防止のため Web 方式にて開催いたします．貴施設の若手診療放射線技
師のセミナーへの参加に，各段のご高配を賜りたくお願い申し上げます。
敬具
記
日時：2021 年 5 月 23 日（日）9:30～17:30
方式：Web 開催（事前登録制）
配信場所：秋田市賑わい交流館 あう 会議室
参加費：無 料
9:30～11:00 令和 3 年 秋田県診療放射線技師会 学術大会
11:15～11:30 読影の補助の発展ために重要な背景
11:30～12:10 読影の補助分科会 これからの進め方
お昼休憩

日本診療放射線技師会 会長 上田 克彦
日本診療放射線技師会 読影分科会長 加藤 京一

（この間，一度回線が切断されることがあるかもしれませんが，13:10 には開通いたします．
）

13:10～13:40 技師会の役割（生涯教育・入会案内・認定資格） 秋田県診療放射線技師会 会長 豊嶋 英仁
13:40～14:40 社会人としてのマナー・コミュニケーション 秋田県診療放射線技師会 常務理事 田村 博文
14:50～15:50 感染対策

日本診療放射線技師会

15:50～16:50 医療安全

秋田県診療放射線技師会 副会長 柴田 輝雄

17:00～17:30 被ばく低減

教育委員 川又 渉

秋田県診療放射線技師会 業務執行理事 千葉 大志

＊事前登録方法
〆切り 5 月 14 日まで，akita@aart.jp にフレッシャーズセミナー受講希望と題して，会
員番号（非会員の方はその旨）
，氏名，所属，メールアドレスを記載の上，申し込み下さい．
また，学術大会の参加申し込みも，併せて行ってください．学術大会終了後，お昼休憩時に
一度切断される可能性がありますが，午後には開通いたします．
新入会員の方には粗品を提供いたします．また，受講カウントも付与されます．
事前登録・お問い合わせ 秋田県診療放射線技師会 akita@aart.jp 川又 渉

令和 3 年 4 月吉日
施設長殿
公益社団法人 日本診療放射線技師会
会長 上田 克彦
公益社団法人 秋田県診療放射線技師会
会長 豊嶋 英仁
（公印省略）
診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー開催のご案内
時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃から本会の事業に対しまして、ご理解とご支援を賜り心から感謝を申し上げる次第でご
ざいます。
さて、新年度を迎え日本診療放射線技師会と秋田県診療放射線技師会は共同して、新人診療
放射線技師を対象としたフレッシャーズセミナーを開催することとなりました。
このセミナーの特徴は、医療従事者として必要な医療安全学、医療感染学、エチケット・マナ
ーの項目に加え、診療に柔軟に対応できる新人診療放射線技師として知っておくべき基礎知識
の習得を目的として開催します。
貴施設に入職された新人診療放射線技師がおられましたら、フレッシャーズセミナーへの参加
をお薦め願いたいと存じます。コロナ禍の影響により，Ｗｅｂ開催になります．

ご多忙中とは存じますが、よろしくご配慮いただきますようお願い申し上げます。

以上

