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■会長挨拶 

下村 優児 （遠軽厚生病院） 

 本年度よりオホーツク放射線技師会の会長を

務めさせていただいております下村優児と申し

ます。会員の皆様におかれましては、ますますご

健勝のことと存じますとともに、日頃より本会事

業に格別のご理解ご協力に深く感謝申し上げま

す。 

 「北見」「網走」「紋別」の三地区が合併して誕

生した「オホーツク放射線技師会」ももうすぐ丸５

年がたとうとしています。私自身は最初の勤務

先が網走厚生病院であり、１４年間勤務したのち

旭川に１１年間、そしてまたこのオホーツクの遠軽

厚生病院に勤務して７年が過ぎようとしています。

網走で勤務していた際には、地区の会計を担当

しており、当時開催されていた三地区合同研修

会にも数多く参加させていただき、たくさんの諸

先輩の方々に大変お世話になりました。現在の

「オホーツク放射線技師会」があるのもこうした

諸先輩の方々のご努力があってこそと思ってお

ります。また遠軽に勤務することになってからも

地区の副会長や「合併協議会」の委員を務めさ

せていただき、そうした中、田頭元会長をはじめ

他の役員の方々や会員の皆さまのご尽力により、

ついに「オホーツク放射線技師会」が誕生するこ

ととなりました。旭川にいた際には、まさか自分

がオホーツクの会長を務めることになるとは思

っていませんでしたが、網走時代に知り合った毛

利・岩田両副会長や中島理事と、こうして技師会

会務を行っていくことにはとても感慨深いもの

があります。 

 この一年の活動を振り返りますと、日本診療放

射線技師会主催の「静脈注射に関する講習会」

の開催も含めなんとか例年通りの事業を遂行す

ることができました。しかしながら追加で「勉強

会」等も企画しておりましたが、日程や講師の調

整がうまくいかず開催するにはいたりませんで

した。また参加者増を目指し北見市内のホテルで

開催した「研修会」についても、ほぼ例年通りの

参加者数となってしまいました。私の力不足を感

じているとともに、この冬は週末に吹雪くことも

多く、年間を通じた運営の難しさも痛感している

ところであります。来年度におきましては、研修

会時に実施したアンケートや役員の意見をもとに、

新たな事業内容を計画し、より多くの会員が参加

できるよう務めてまいる所存です。 

 日本診療放射線技師会では、平成２６年６月１８

日の診療放射線技師法の一部改正に伴う業務拡

大のための医療安全を担保する研修（業務拡大

に伴う統一講習会）が２７年４月より開始されます。

まだ詳細は不明ですが、北海道においても「静脈

注射に関する講習会」をすでに受講された方を

対象に年３回の開催が予定されております。この

講習は放射線技師法そのものの改正に伴う研修

のため、その業務に携わっている如何に関わら

ず全放射線技師が対象となっております。もし詳

細がわかるようであれば、総会時に説明いたし
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■第 5回定期総会報告 

たいと考えています。また北海道放射線技師会

では「会員資質向上への取り組み」を掲げ、研修

センターである「学びの館」の設備充実とともに、

セミナーなどの学術事業の充実を図っていくと

しております。従来から重点に置いている地域支

援学術事業も継続して行われることとなってお

りますので、当オホーツク支部での開催も積極的

に進めていきたいと思います。 

 オホーツク放射線技師会も６年目に突入いたし

ます。より多くの会員の皆様に事業に参加してい

ただき、より技術の向上が図れるように、また日

頃の業務に関わることなど活発な情報交換の場

となるように役員一同務めて参りますので、今後

ともご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

平成 26 年 4 月 5 日（土）に北見赤十字病院にて

開催。 議長は遠軽厚生病院 中島 光明氏が務

められております。 

 

●平成 25年度事業・決算報告について 

担当理事より、平成 25 年度の事業・決算・監査報

告があり可決された。 通常事業の他に医用画像

モニター品質管理ワークショップ、オホーツク放射

線技師会講演会「X 線単純撮影整形外科領域の撮

影と読影」が行われています。 

 

●平成 26 年度事業計画・予算について 

担当理事より、平成 26 年度の事業計画、予算計

画が提案され可決。 基本的には前年度の事業を

踏襲した形となりました。 

※補足（ 野瀬会長 ） 

・3 地区合併から研修会は端野町公民館で開催して

いたが、次年度からホテル黒部を借りる。最近の懇

親会の参加が減少傾向であることから次回は北見

市内で開催し参加状況をみたい。 

・昨年の総会で予算の余剰が指摘されていた件で、

研修会は 3 地区合併後、端野公民館で開催してき

たが、施設使用料が合併前の 3 地区合同研修会で

ホテルを借りて行っていた時に比べかなり安価で

あった。次年度はホテルでの開催となり適正な予

算の執行に近づくと考える。 

（ その他質疑なく承認 ）  

 

●その他 

1.平成 26 年度北放技総会の選出会員任命につい

て今後の予定について 

（ 野瀬会長 ） 

① オホーツク地区は 5 名選出されるが、任命を執

行部一任でお願いしたい。 

② ホームページの作成において、会員の生の声

を聴きたいので、各種勉強会に出た感想などの

原稿を会員に依頼する場合がある。 

③ 北海道放射線技師会理事会の報告 

・研修センターは昨年の改修で 100 名収容可能

となったので研修に積極的に使っていく方針 

・次年度読影セミナーのオホーツク放射線技師

会での開催はないが、勉強会の講師派遣につ

いては積極的に行っていきたい。 

・5 月北海道総会前に春期研修会予定（消化管） 

・静脈注射（針刺しを除く）講習は本年度オホー

ツク放射線技師会で開催予定 

・5 月に野球大会開催の予定、チーム結成や参

加希望の会員は執行部に連絡が欲しい。 

（ 質疑なく承認 ） 

 

2.平成 26・27 年度役員選挙 

選挙管理委員 北見赤十字病院 福島委員長 

新役員 

会長 下村 優児（遠軽厚生病院） 

副会長 

毛利 俊朗（北見赤十字病院） 

岩田 雄一（小清水赤十字病院） 

山田 和夫（丸瀬布厚生病院） 

理事 中島 勲（北見赤十字病院） 
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■オホーツク放射線技師会春季勉強会 

■第 9回オホーツク MSCT談話会 

白方 正道（北星脳神経・心血管内科病

院） 

村上 雅紀（網走脳神経外科・リハビリ

テーション病院） 

長谷川 聡洋（網走厚生病院） 

吉田 修（遠軽厚生病院） 

（拍手にて承認） 

 

平成 26 年 4 月 5 日（土）総会終了後に今回初の試

みとなる春季勉強会を行いました。 

第一部で、「PET 用放射性薬剤 FDG の製造につい

て」と題して住友重機械工業株式会社 井上 雅之 

先生に講義をいただき、第二部では、オープンした

ばかりの北見赤十字病院オホーツク PET センター

の施設を見学。オホーツク地域では初となるPET施

設とサイクロトロン、そのスケールの大きさに会員一

同圧倒されました。オホーツクのがん治療の精度向

上が期待されます。 

 

平成26年6月28日（土） 北見プラザホテルにて

第 9 回オホーツクマルチスライス CT 談話会が開催

されました。 

今回から、日本救急撮影技師認定機構・日本X線CT

専門技師認定機構の認定ポイントが取得可能とな

ったこともあり、過去最多となる59名の参加となり

ました。 予想外の参加者数で会場は熱気にあふ

れ、盛り上がりも過去最高、時間の足りなさを感じ

る程でした！演者の皆様、参加していただいた皆

様、ありがとうございました。 

 今回は、「BlackBox を撮影しました」で演者を担

当された遠軽厚生病院の大野 裕貴さんに、参加

してみての感想をいただいておりますのでご紹介

します。 

 

 北海道厚生連遠軽厚

生病院の大野と申しま

す。 まずはこのよう

な発表の場をいただけ

たことにこの場を借り

て感謝申し上げます。 

 さて今回ブラックボッ

クスの撮影を担当させていただいたわけですが、

低コントラストな物体から高コントラストな物体まで、

そして大変ユニークな形のものまで様々なものが

入っていました。 

 当然、単純に撮影するだけではうまく撮影でき

ないので、数回のアプローチをしました。 特に苦

労した点としては、低コントラストな物体をどうやっ

て明瞭に描出するか、また高コントラストな物体で

もどこまで細かいところまで描出するかというと

ころでした。 このため分解能を限りなく高めよう

としていくわけですが、まずは最も高分解能関数

である肺野関数を使用しました。 高分解能関数は

ノイズが多くなる欠点がありますが、用いたブラッ

クボックスは物体ですので、大線量をかけることで

これを無視できるレベルまで落としました。 また、

この条件でも十分に高分解能な画像が得られまし

たが、構造が非常に微細な物体が含まれていたた

め、さらに高分解能な画像を目指してみようという

ことで、Q/Q 再構成法を用いてのスキャンを試みま

した。 この方式では仮想的にサンプリングピッチ

第 6 回定期総会のご案内 

 

日時：平成 27 年 4 月 4 日（土） 

午後 2 時より 

場所：北見赤十字病院 

多数の方の参加をお持ちしております。 

参加できない会員は委任状の提出にご協力下

さい！ 

遠軽厚生病院 大野会員
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■第 9回オホーツクマンモグラフィ研究会 

を半分にできるため、さらに高分解能な画像が得ら

れました。 

これらのデータを用いて、各物体がどういうもの

なのか同定していき、3D にしていくわけですが、物

体の形状を忠実に再現することはもちろん、それ

だけでは物足りないので表面の印刷などもワーク

ステーションで編集可能な範囲で表現し、よりリアリ

ティあるものを目指しました。 ここの作業が今回

最も苦労したところでした。 その苦労の甲斐があ

り、自分自身としてはある程度満足のいく画像が作

成できたのではないかと考えています。 

今回のブラックボックスの撮影で、当院で使用し

ております 320列 CT Aquilion ONE ViSION EDITION

の性能や物理評価について、全てではないですが

自分自身の知識を深められたと思います。また、他

施設様のユニークな発想を用いたアプローチの仕

方など、このような方法もあるものなのかと非常に

勉強にさせていただきました。 

次回また発表の場をいただける機会がありまし

たら、またさらに一歩レベルの高いアプローチ、高

画質な画像、見ていただく方々に楽しんでいただ

けるようなものを目指していきたいと考えていま

すので、よろしくお願いいたします。 

最後になりますが、このような発表の場を用意し

ていただいた、小清水赤十字病院の岩田様、MSCT

談話会代表幹事の長島様、MSCT談話会幹事の皆様、

ご協力していただいた第一三共株式会社の皆様に

厚く感謝申し上げます。 

以上、乱筆ではありますが、MSCT談話会の感想と

させていただきたいと思います。それでは失礼い

たします。 

 

 来年度は、平成 27 年 6 月 27 日（土）開催を予定

しております。 皆様是非、ご参加下さい。 

 

平成 26年 8月 7日（土） 

 北見ピッツアークホテルにて開催！ 参加人

数 16 名 

-研究会の内容- 

■13：30～15：00 講  演 

１．「ガイドラインから考える乳房スクリーニング画像

検査」 

講 師：北海道対がん協会札幌がん検診センター

放射線科黒蕨 邦夫  先生 

２．「マンモグラフィシステムおよび平均乳腺線量の

現状と課題」 

講 師：岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術

学科 准教授 西出 裕子 先生 

■15：10～15：15  休  憩 

■15：30～17：00  実技指導                               

「ポジショニング実習」 

「マンモグラフィ読影の基礎」  

参加者の中から北見赤十字病院の植田 穂乃香

さんに感想を聞いております。 

 マンモグラフィー初心者ながら今回初めて研究

会に参加したのですが、マンモグラフィーについて

様々な知識を得ることができたので、とても良い

機会になりました。 

 また、専門用語など知らないことが多かったの

で、自分の知識を今以上に増やしたいと強く感じ、

マンモグラフィーに対しての興味も今まで以上に湧

きました。 そして、実技演習の際にマンモグラフィ

ーの基礎から応用までを丁寧に教えていただき、

カテゴリー分類や、形状、辺縁、濃度を必ず見るこ

となど、読影する際に気を付けるポイントを知るこ
会場を驚愕させたチョコ菓子のパッケージの 3D再現像 
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■第 5回オホーツク放射線技師会研修会 

■第 3 回静脈注射（針刺しを除く）に関する

講習会 

とができました。 

 さらに、実際に画像を見ることによって、どの症

例がどのような所見があるのかを自分の目で見て

知ることができたので、とても良い経験になりまし

た。 今回研究会に参加して、全体的に自分の知ら

ないことが多かったのですが、マンモグラフィーに

ついて様々な知識を増やしたいと強く感じること

ができたので、とても良い機会になりました。 こ

の経験を活かして、マンモグラフィーについての勉

強を積極的にしていきたいと思います。 

       北見赤十字病院 植田 穂乃香 

 

日時：平成 26年 10 月 19 日(日)  

場所：オホーツク海病院 

参加者数：34 名 

 この講習会は法改正に伴う診療放射線技師の業

務拡大に対応した日本診療放射線技師会が主催す

る会で、非常に期待、関心が高く定員を超えて多く

の会員が参加されました。 

 

       -講習会の内容- 

講義(DVD 視聴)および実習 

■45分 静脈注射に関わる診療放射線技師の法

的責任 

■60 分 静脈注射と感染管理 

■45分 薬剤(造影剤)に関する知識 

■60 分 合併症への対応 

■120分 抜針の実際(シミュレータを用いて実践） 

■30 分 確認試験・合格者修了書授与 

 

DVD 視聴での講義ではありましたが、会場のオホー

ツク海病院の静かな環境に助けられ、臨場感あるわ

かりやすい内容の講習会となりました。 

 昼食が準備されていたので、外出の必要がなく

なりスムーズに午後の講義へと進むことができま

した。 

 メインイベントである抜針業務の実技・実習では、

当然ではありますが慣れない会員が多く、手順の

ミスや声掛けの不履行など戸惑う場面も多々見受

けられましたが、対応された看護師の手厚い指導

のもと、すべての会員が技術を習得されたことと

思います。 

 最後の確認試験では受講者全員が合格し修了証

書を手にすることができました。 

                            

 平成 26年 11月 8日（土）第 5回となるオホーツク

放射線技師会研修会が開催されました。参加者数

73名（内、関係業者様 21名） 

 

-研修会の内容- 

1.ドパミントランスポータシンチグルフィーにおいて

頭部軸設定が解析結果に及ぼす影響 

北見赤十字病院 古川 望 

2.マンモグラフィと乳腺超音波検査の総合判定に

おける有効性の検討 

JA 北海道厚生連 遠軽厚生病院 丹伊田 卓 

3.新規血管撮影装置導入における初期画像調整の

検討 

医療法人社団髙翔会北星脳神経外科・心血管内科

病院 根津 逸人 

読影基礎の演習、手厚い指導で分かり易い内容でした。 
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■第 14 回網走画像研究会 

4.腹腔鏡下大腸切除術に対する術前支援 3D-CTA

でのリンパ節評価の検討 

JA 北海道厚生連 網走厚生病院 齋藤 静香 

5.Snap Shot Freeze の使用経験 

社会医療法人明生会網走脳神経外科・リハビリテー

ション病院 尾関 謙 

6.CARE kVを用いた低電圧肝臓DynamicCT検査の

基礎検討 

北見赤十字病院 加藤 紘充 

7.HelicalScan と対比した 320列 VolumeScan の画質

特性 

JA 北海道厚生連 遠軽厚生病院 吉田 修 

 

どれも甲乙つけがたい優秀な研究でしたが、今

年度の最優秀演題賞は、「HelicalScan と対比した

320列 VolumeScanの画質特性」を発表した JA北海

道厚生連遠軽厚生病

院 吉田 修会員に

決定しました。自分で

用意した表彰状を受け

取った吉田会員は壇

上で満面の笑みを見

せていました。今後の

活躍を期待します。 

 

今年度の特別講演は、

例年とは違った趣向

で「歴検博士による

歴史よもやま話」と

題して、JA 北海道厚

生連遠軽厚生病院循

環器内科主任部長 

木島 基先生に講演

をいただきました。 

木島先生は全国でも数人しかいないという歴史

能力検定 日本史博士・世界史博士の資格を取得

しており、日常では触れる事のない deep な歴史の

世界を私たちに垣間見せてくれました。医療の話か

ら離れて世の中の見聞を広げる良い機会でした。 

 

 

 

平成 27 年 1月 23 日(金)  

演題；「肝胆膵領域の画像診断：治療に関連して」 

講師；北海道大学病院 放射線診断科 特任助教 

宮本憲幸 先生 

参加者数；20 名 

平成 27 年１月 23 日、第 14 回目になる網走放射

線画像勉強会が網走セントラルホテルにて開催さ

れました。この勉強会は、札幌などの都市部から消

化管・超音波・CT・MRI といった放射線に関わる画像

診断に造詣の深い先生をお呼びして、テーマに合

わせた内容でお話をして頂くという主旨の勉強会

であり、3 年ぶりの開催となり今年で 14 回目となり

ます。 

今回は、北海道大学病院 放射線診断科 特任

助教 宮本憲幸 先生をお呼びして、「肝胆膵領域

の画像診断：治療に関連して」というテーマでお話

をして頂きました。１時間程度の講演でしたが、非常

会員研究発表での一コマ、これから発表！ 

懇親会での早食い競争、敗者は厳しい罰ゲームを受けました。 

受賞された遠軽厚生病院 吉田会員 

歴検博士 木島先生！ 
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■会員の動き 
に豊富な症例と画像を分かり易く解説して頂き、さ

らに実際の肝癌に対する RFA による治療の説明も

具体的に説明して頂けました。また最近のトピックス

として宮本先生の研究結果の紹介もあり、MRI を用

いた膵臓のみかけの拡散係数（apparent diffusion 

coefficiennt：ADC－MAP）による膵液瘻の発生予測

といった今後新たな展望があるかもしれない話題

も聞くことが出来ました。 

講演後には、会場の方からも多くの質問が出さ

れて、活発な議論を交わしていただけることがで

き、盛会のうちの終了となりました。 

勉強会当日は、あいにくの悪天候となってしまいま

したが、近隣施設からの参加者もあり、主催者側と

しては、本当にありがたい限りでした。今後は、開催

時期の検討も含めて次回に向けた準備を行ってい

きたいと考えています。最後に参加いただきました

方々に紙面をお借りしてお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会者 

植田 穂乃香 北見赤十字病院 

長谷川 聡洋 網走厚生病院 

小出 友明 網走厚生病院 

伊原 睦 網走厚生病院 

福井 知成 遠軽厚生病院 

 

 

会費の納入についてのお願い 

総会当日、平成 26 年度会費（3,000 円）を徴収い

たします。総会を欠席される方は、下記振込先へ

納金してください。 

【振込先】 

銀行名 ：ゆうちょ銀行 

店番  ：998 

種目  ：普通預金 

口座番号：0175385 

名義  ：オホーツクホウシャセンギシカイ 

 

 

講演いただいた宮本憲幸先生 


