
診療放射線技師の情報交換オンラインコミュニティ

“ラジエーションサロン”
説明資料スライド



が運営する
• 診療放射線技師
• 診療放射線技師を目指す学生
• 放射線技術に関わる研究者・企業・教員の方
を対象とした情報交換オンラインコミュニティです。

※ラジエーションサロンに参加するには、学会への入会が必要です。

ラジエーションサロンとは



・いまの仕事で、○○○で悩んでいるから誰か教えて！

・私の職場には放射線技師は私一人。質問したい！友達ほしい！

・今度、検査装置を更新するんだけど、おススメおしえて！？

・法改正されたけど、みんなの病院はどう対応してる？

・研究のやる気はあるのに、職場で研究してる人がいない！

・やりたい研究があるのに、できる人が近くにいない！

・自分の研究を手伝ってくれる仲間がほしい！

・研究のためにアンケート調査をとりたい！

・学会やメーカー主催のセミナー・講演会などの告知をしたい！

・仕事環境・人間関係の悩み、パパママ相談ができる仲間がほしい！

ラジエーションサロン
こんな人のためのオンラインコミュニティです



ところで、
オンラインコミュニティって

知ってますか？



オンラインコミュニティとは

職業が同じ、趣味が同じ、好きなものが同じ、
悩みが同じなど、ある共通点をもとに
インターネット上で形成された集団のこと。

総務省が2018年に発表した「情報通信白書」によると、2017年度における、
20～70代でのコミュニティ参加状況を調べた結果、オンラインコミュニティに
参加している割合が全体の80％近くに上ります。



オンラインコミュニティ
メリット

普段知り合うことが
できない人との輪が
広がる。

新しい知識や
技術が得られ、
スキルアップできる。

匿名がOKな場合、
気軽に参加や
発言ができる。

情報交換や交流、
質問が24時間
いつでもできる。



診療放射線技師の情報交換オンラインコミュニティ

ラジエーションサロンって
何するの？



ラジエーションサロンの活動

交流
情報交換

サロン限定
コンテンツ

情報発信
サポート



ラジエーションサロンの活動①

交流
情報交換

サロン限定
コンテンツ

情報発信
サポート



交流・情報交換の方法

を使用して交流・情報交換をします。

Slackとは、スマホでもPCでも利用が可能な
ビジネス用チャットツールです。
具体的な使用方法を知りたい方は、
インターネットで検索していただくほうが
わかりやすいかと思います。
もしわからなくても、オンラインコミュニティに
参加してから、どんどん質問をして下さい。

おすすめサイト
● https://appllio.com/basic-knowledge-of-slack
● https://jimon.info/series-slack-1st/
● https://www.sedesign.co.jp/blog/how-to-use-slack

https://appllio.com/basic-knowledge-of-slack
https://jimon.info/series-slack-1st/
https://www.sedesign.co.jp/blog/how-to-use-slack


もっと良い方法知りませんか？
こんな勉強会やりますよ！
良い装置教えて？

交流・情報交換のネタは、なんでもOK！
雑談、仕事、研究、お悩み相談など

研究テーマの見つけ方おしえて？
いいネタありませんか？
私と一緒に研究やる人いませんか？

人間関係に困ってます。
転職した方がいいでしょうか？

匿名・実名どちらで参加してもOK!
新人、中堅、技師長、学生、
研究者、メーカー、誰もが
自由に発言できる環境を作ります。

仕事について 研究について

お悩み相談



ラジエーションサロンの活動②

交流
情報交換

サロン限定
コンテンツ

情報発信
サポート



サロン限定コンテンツ
サロン限定サイトを中心に、様々なコンテンツを提供

サロン限定
サイト



ラジエーションサロンの活動③

交流
情報交換

サロン限定
コンテンツ

情報発信
サポート



運営メンバーのサポートのもと、
サロンメンバーがメインとなって、
コンテンツによる情報発信をする活動です。

一般的に、学会では講演をすると講演料が
受けとれます。それと同じように、
このサロンでも講演料・謝礼金が受けとれます。

これは強制ではありませんのでご安心ください。
希望者の方を全力サポートします。

情報発信サポート



情報発信サポート

日々の学びや経験

新しいアウトプット先

業務・検査・研究

インプット アウトプット

日々の学びや経験から得たインプットは、
業務や検査、研究にアウトプットされて
終わってしまう場合がほとんどです。

しかし、アウトプットの形を少し変えるだけで、
メンバーがいつでもどこでも学びやすい
コンテンツにすることができ、
自分の理解も深めることができます。

サロンメンバーの知識と情報を、全員で共有し、
サロンの価値を高めていきましょう。



ラジエーションサロンの

ビジョン

実現を目指す、将来のありたい姿



ラジエーションサロンのビジョン
実現を目指す、将来のありたい姿

放射線技術に関わる人々の
世界最大最高コミュニティを作る。



ラジエーションサロンの

ミッション

果たすべき使命と存在意義



出会うはずのなかった
多くの人達と繋がれる
環境を提供する。

発信する情報の
正当な対価を得られる
環境を提供する。

ラジエーションサロンのミッション
果たすべき使命と存在意義

人 対価仕事
医療・放射線技術に
関するあらゆる情報を
集約し、議論できる
環境を提供する。



ラジエーションサロンで

手に入る未来



仕事

ラジエーションサロン
手に入る未来

得られる情報から技術向上を
はかり、患者の利益に寄与する。

仕事効率化で自由な時間を作り、
ゆとりのある人生を生み出す。

多種多様な考え方や意見にふれ、
高い視座と広い知見を手に入れる。

これからの自分の仕事・人生の
可能性や選択肢を増やす。

情報発信により、自分の認知を
広げ、価値を高める。

正当な対価による心の豊かさを
得て、意欲向上と成長を加速する。

人 対価

ラジエーションサロンは、仕事も人生も豊かにするコミュニティを目指します。

医療・放射線技術に
関するあらゆる情報を
集約し、議論できる
環境を提供する。

出会うはずのなかった
多くの人達と繋がれる
環境を提供する。

発信する情報の
正当な対価を得られる
環境を提供する。



よくある質問

1. 会費の金額は？
2. 会費は何に使うの？
3. 学会とオンラインコミュニティ、両方会費がかかるの？
4. なんでオンラインコミュニティなのに、学会が運営しているの？
5. 日本メディカルICT学会のICTって何？
6. コミュニティ内（slack）で間違った情報を発信してしまったら？
7. なぜSNSではなく、オンラインコミュニティなの？



よくある質問
１．会費の金額は？

2022年3月31日まで、会費無料キャンペーンを実施中です。

2022年4月以降の会費金額は未定ですが、
月額500円程度を予定しています。

2022年3月31日まで、ぜひお試しで入会してみてください。



よくある質問
２．会費は何に使うの？

会費は、学会の運営費や講演料等の謝礼金に使用します。

日本メディカルICT学会は、非営利型一般社団法人であり、
利益を追求しません。



よくある質問
３．学会とオンラインコミュニティ、両方会費がかかるの？

お支払いいただく会費は、「学会の会費」のみです。

ラジエーションサロンの会費は、かかりませんのでご安心ください。
学会に入会していただくと、追加料金なしでラジエーションサロンに
参加することが可能になります。



よくある質問
４．なんでオンラインコミュニティなのに、学会が運営しているの？

オンラインコミュニティ内で、医療情報（画像など）を使用した具体的な
議論を可能にするため、非営利型一般社団法人の学会が運営をしています。

医療情報の取り扱いは非常にデリケートな問題であり、
当然、個人による利益のために医療情報を取り扱うことは認められません。
しかし、非営利型一般社団法人（学会）の活動として
オンラインコミュニティを運営することで、
公益性が高い社会的団体の活動であることを公に示し、
医療情報を適正に取り扱うことを可能にしています。



よくある質問
５．日本メディカルICT学会のICTって何？

Information and Communication Technology

意味は「情報通信技術」です。身近な例で簡単に説明すると、SNS上でのやり取りや
メールでのコミュニケーションも該当します。ネット通販やチャット等、
人同士のコミュニケーションを手助けする事もICTの活用事例に該当します。

ITはハード・ソフト・アプリケーション・OA機器等の全体を意味するもので、
ICTは「IT技術を使ってどのように人々の暮らしを豊かにしていくか」という
活用方法のことです。



よくある質問
６．コミュニティ内（slack）で間違った情報を発信してしまったら？

全然OK!!
• 参加者は全員、成長途中であることが大前提です。
• 間違って発信しても、気づいたときに訂正すれば問題ありません。
• 相手を誹謗中傷するようなネガティブな発言は絶対に禁止です。
• 相手のため、周りのためになる訂正や指摘、アドバイスは大歓迎です。
• 発言を聞く側も間違っている可能性があることを十分理解してください。
• 上記の内容は、コミュニティルールとしてslack内で提示しています。



よくある質問
７．なぜSNSではなく、オンラインコミュニティなの？

1. SNSは匿名性の高さから、相手を傷つける不要な誹謗中傷をする人がいる。
→オンラインコミュニティは管理者がいることで安心・安全な環境。

2. SNSはフォロワー数が命。
フォロワーがいなければ、質問をしても気づいてすらもらえません。
そして、フォロワーを増やすのは時間と労力がとてもかかります。
→オンラインコミュニティは入るだけで、
メンバー全員に情報を届けることができる。

3. SNSの情報は、時間と共に流れて見つけにくくなってしまう。
→オンラインコミュニティで使用するSlackは検索も可能なので、
過去の情報も簡単に閲覧することができます。

4. そもそもSNSを禁止している病院や企業が多くあります。



“ラジエーションサロン”
イメージできましたか？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2020年12月設立



最後に

人は、誰と出会うかで人生が変わります。

そして、人との新しい出会いのためには、
今いる”居心地の良い場所”を抜け出し、
新しい環境に自分の身を置かなくてはなりません。

成長したい。
自分の可能性を広げたい。
今よりちょっとだけ現状を良くしたい。

そう思っている方は、
ラジエーションサロンという新しい環境に飛び込んでみてください。

きっと、あなたに良い刺激を与えてくれるメンバーがいるはずです。



しかし、忘れてはいけないのは、
ラジエーションサロンは単なるきっかけにしか過ぎないということです。

大切なことは、情報発信をし、継続すること。

そうすれば、多くのメンバーがあなたの存在を知り、
あなたに刺激を与えてくれるメンバーと繋がりをもつことができます。

ラジエーションサロンに入ってからが“スタート”です。

ぜひ、ラジエーションサロンを活用して、
仕事・人生をより良いものにしていきましょう。

日本メディカルICT学会
代表理事 潟端純也



ラジエーションサロンに参加するには
診療放射線技師向けオンラインコミュニティ「ラジエーションサロン」は、
一般社団法人 日本メディカルICT学会が運営しています。
運営元の日本メディカルICT学会に入会していただくことで、
ラジエーションサロンへの参加が可能となります。
参加希望者は、日本メディカルICT学会の入会申請をお願いします。

【ラジエーションサロン参加までの流れ】
①日本メディカルICT学会の公式サイトから入会申請をする。
入会申請URL : https://www.jmedict.org/join/

②申請が受理されると、学会からラジエーションサロンのslack招待メールが届きます。
（迷惑メールへ分類されないようご注意ください）
③ラジエーションサロンのslackに参加する。

これでラジエーションサロンへの参加が可能になります。

https://www.jmedict.org/join/


説明は以上です。
どうもありがとうございました。
あなたの参加をお待ちしています。

ご質問は、jmedict2020@gmail.comまで。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2020年12月設立

mailto:jmedict2020@gmail.com
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