
-1-

会長あいさつ
　昨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毛利俊朗と申します。会員の皆様に

おかれましては、ますますご健勝の事と存じます。日頃より本会事業に格別のご理解とご協力を賜り深く感謝申し

上げます。

　平成 29 年度の技師会活動を振り返りますと、道技師会への要請が叶い、統一講習会、読影セミナー、線管理セミ

ナーなどの主要事業をオホーツク支部で開催することができました。日頃の業務で大変忙しいのにもかかわらず、

ご参加頂けた多くの会員の皆様や、日程が集中してしまい休日を返上してまで準備をして頂いた役員の皆様に心よ

り感謝申し上げます。

　今年のオホーツク地方の話題は何といってもオリンピックカーリング女子！！日本代表 LS 北見の皆様、銅メダル

獲得誠におめでとうございます。「人知れぬ努力のもと様々な苦難を乗り越え、重圧を跳ね飛ばし、互いを信頼し、

1人 1人がそれぞれの役割を果たし、輝かしい結果を残す」我々が社会人として普段から追い求めている理想を実現

したアスリートに感銘を受けました。この快挙は究極の喜びであり、地域の皆様とともに心からお祝い申し上げます。

　オホーツク放射線技師会では、平成 26 年 6月の診療放射線技師法の一部改正により認められた業務拡大に伴う

統一講習会を平成 28 年度と平成 29 年度に実施し、全会員の４割にあたる３９名の皆様

に受講して頂きました。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。今後も

「会員資質向上への取り組み」の一環としてオホーツク開催を要請していきます

が、未受講の方は医療安全を担保する為に積極的に受講されますようお願い致します。

　最後になりますが、オホーツク放射線技師会も誕生から９年目に突入します。会長

三地区持ち回りというルールも長所・短所はそれぞれありますが、良いところは評価し

悪いところは運用でカバーする等、今後もさらなる発展を目指し役員一同務めて参りま

す。これからも会員の皆様どうぞよろしくお願い致します。
オホーツク放射線技師会会長　毛利　俊朗

平成 29 年度事業報告
●第8回オホーツク放射線技師会定期総会　平成 29 年 4月 8日（土）　北見市　北見北星記念病院

●平成 29 年度春季勉強会　平成 29 年 4月 8日（土）　北見市　北見北星記念病院　参加者 34 名

・学術講演　「眼の水晶体等価線量にまつわる話題」　
株式会社千代田テクノル営業統括本部　工藤　亮裕　先生

・北星病院施設見学
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●第 1回定例役員会

平成 29年 5月 27 日（土）14:00 から　北見赤十字病院
・議題　「第８回オホーツク放射線技師会研修会について」他

●第３回オホーツクMSCT 談話会セミナー＜後援事業＞

平成 29年 6月 30 日（金）19:00 から　北見赤十字病院　参加者 49 名

講演１．GECT 最新技術のご紹介 GE HealthCare Japan　両角　政宣　先生

講演２．Revolution  GSI の使用経験
北里大学北里研究所病院　診療技術部　中央放射線科　小林　隆幸　先生

講演３．Revolution  CT の使用経験
社会医療法人北斗　北斗病院　医療技術部　診療画像科　佐々木　大　先生

●平成 29 年度秋季セミナー「MRI 最新技術」
平成 29年 9月 9日（土）15：00 から　北見赤十字病院　参加者 38 名
講演：「フィリップス社　最新技術のご紹介　~圧縮センシング・APT を中心に ~」

フィリップスエレクトロニクスジャパン　MRモダリティスペシャリスト　平尾　彰浩　先生

●平成 29 年度ボウリング大会および懇親会

平成 29年 9月 9日（土）16：15 から　ボウル北見、味覚園銀座店　参加者 23 名

●業務拡大に伴う統一講習会
平成 29年 10 月 8日（日）から 9日（月）　北見赤十字病院　参加者 23 名

●第 17 回網走放射線画像勉強会＜後援事業＞
平成 29年 11 月 2日（木）18：15 から　網走セントラルホテル　参加者 22 名

講演：「腹部救急領域の画像診断」 北海道大学病院放射線診断科　坂本　圭太　先生

●第 12 回オホーツクマンモグラフィ研究会＜後援事業＞
平成 29年 11 月 3日（金）13：00 から　北見赤十字病院　参加者 22 名
講演 1.「乳がん検診の最新情報と今後の方向性」
講演 2.「マンモグラフィの撮影技術~ポジショニングを理論で考えよう~」

3.「ポジショニング実習」
4.「マンモグラフィ読影の基礎」

●オホーツク支部読影セミナー（胸部領域）
平成 29年 11 月 4日（土）15：00 から 18：00　北見赤十字病院　参加者 41 名
テーマ：「胸部領域の画像診断」
講演 1.「感染対策」
講演 2．「胸部領域における X線検査」 勤医協中央病院　船山　和光　先生

講演 3.「胸部領域における画像診断」 北海道がんセンター　南部　敏和　先生
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●放射線管理委員会・機器管理委員会合同セミナー
平成 29年 11 月 5日（土）8：30 から 14：40　北見赤十字病院　参加者　9名

・講義
テーマ：「医療被ばく線量測定（CT）の実際」in　オホーツク

二階堂　剛　先生1.TDI について」

2.CT の保守 目黒　靖浩　先生

3. 計測について 赤石　泰一　先生
4. 医療ひばく相談について 日戸　委員長

・実習 実効エネルギーの測定、CTDI の測定（腹部）

・まとめ CT被ばくの概念　他 武田　浩光　先生、溝延　数房　先生

●第 8回オホーツク放射線技師会研修会
平成 29年 11 月 11 日（土）13：30 から　北見赤十字病院　参加者　52 名

・会員研究発表

・特別講演　「脊椎・脊髄の機能および撮影法」
日本放射線技術学会　北海道支部　副支部長　高島　弘幸　先生

・情報交換会　参加者 30 名

●第 12 回オホーツクMSCT 談話会＜後援事業＞
平成 29年 11 月 25 日（土）14：00 から　北見赤十字病院　参加者　42 名

講演 1.「CT 撮影と被ばくの最適化ガイドライン」
シーメンスヘルスケア CT事業部　日和佐　剛　先生

講演 2.「耳鼻科領域の実践的 CT撮影技術と最近の話題 -超高精細 CT がもたらす変化 -」
耳鼻咽喉科麻布病院　宮下　宗治　先生

●北見医師会学術講演＜共催事業＞
平成 29年 11 月 22 日（水）19：00 から　ホテルベルクラシック北見　参加者　61 名
特別講演　「心臓MRI の基礎と最新動向　~３T装置の話題も含めて~」

杏林堂大学医学部　放射線医学教室　教授　横山　健一　先生

●第 2回定例役員会
平成 30年 2月 23 日（金）19：00 から　北見赤十字病院

議題：「第 9回オホーツク放射線技師会定例総会ならびに役員改選について」

1. ブレストトモシンセシスの再構成画像と被曝線量に関する検討　　広域紋別病院　　叶　亮浩

2. 心臓カテーテル検査における水晶体の放射線防護に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JA北海道厚生連 網走厚生病院　 西山　哲司

3. 胸部ポータブル撮影における患者・介助者の負担軽減の試み～補助具使用による有用性の検討～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　小野　愛広

4.MRI 室に配置されたMETAL DETECTOR の検討                           　　　北見赤十字病院  菅野　裕幸

5.TSE-DWI における撮像条件の最適化と撮像時間短縮の試み 　　道東脳神経外科病院  秋谷　俊行

6. 脳槽シンチにて髄液鼻漏を検出した一例　　　　　　　　　　　北見赤十字病院   佐々木　由樹

優秀演題
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会員施設紹介の紹介！~北見赤十字病院編~

　当院は、昭和 10 年 11 月日本赤十字社北海道野付牛療院

として開設し、昭和 18 年 1月に現在の北見赤十字病院に改称

して、現在創立 82 年を迎えております。 

平成 27 年 12 月には新築移転をし、平成 28 年 8月には当院敷

地内に北海道立北見病院が移転開院しました。

　今回はまだ新築の匂いが残る当院の院内施設紹介をさせてい

ただきます。

北見赤十字病院　診療放射線科　中島　勲

　当院には PET センターや多目的ホールミントなど紹介したい場所がまだ多くあります。

ぜひ一度見学にお越しください。

　先ずは１階アトリウムの紹介です。正面入り口

から院内に入るとアトリウムが広がります。ここ

は患者さんの待合や休憩の場所として利用される

ほかに管弦楽などのコンサート会場としても利用

されます。また、市内にあるショップの販売イベ

ントなどが定期的に開催されるため外出できない

患者さんの楽しみにもなっています。

　アトリウムには隣接するカフェがあります。

カフェでは朝早くからパンを焼いており通勤

時間にはパンの香りが１階に広がるためここ

が病院であることを忘れてしまいそうになります。

　そして焼き上がりの時間になると、その香りに

つられてパンを購入してしまう患者さんが続出

します。

　１階からエレベーターで４階にあがりますと小児

病棟です。ここには芝生のある屋上庭園があり患者

さんの人気スポットになっています。ここは昼間し

か開いていないので私が未だ足を踏み入れたことの

ない場所となっています。

　 最上階の８階にある緩和ケア病棟にはテラスが

あります。北見日赤の周辺には高層の建物がない

ため天気が良いとかなり遠くまで見渡せます。８階

なので高いところが苦手な方は注意が必要です。
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平成 29 年度の新入会員を紹介します！

　網走厚生病院に勤務しております、垣見尚吾です。
旭川市出身で、オホーツクには就職で初めて訪れました。

　網走に住んでから冬の期間には流氷を家から見ることが出来、夏には世界遺産

の知床を訪れたりとても自然を感じられる土地だなと思いました。

働いてから車を買ったため趣味はドライブです。まだまだ観光したい所がある

のでこれから行けたら良いなと思っています。

　仕事の面ではこの一年間で一般撮影や消化管造影検査、心臓カテーテル検査を

行いだんだんと慣れてきました。来年度は CT検査や RI 検査など新しい業務を

早く覚えていけるように頑張っていきたいです。

これからよろしくお願い致します

昨年度よりオホーツク海病院に入職しました、深瀬恭平と申します。
北見市東相内町出身で、札幌市にある日本福祉看護・診療放射線学院を卒業し

現在に至っています。

　只今、一般撮影や上部消化管バリウム検査を中心に力を入れて取り組んでおり、

CTやMRI にも従事しています。また、勤務後などには職場の先輩方に誘ってい

ただき、当院に隣接しているスキー場にてウィンタースポーツを楽しんでいます。

出身地の病院で働けることを誇りに思い、患者さんや職員の方々の信頼を得ら

れるような技師を目指して頑張ります。皆様、今後ともよろしくお願いします。

　昨年の 5月から社会医療法人明生会　道東脳神経外科病院に勤務しています

北村康大（きたむら　やすひろ）と申します。
　出身は北見市で、北海道医薬専門学校卒業後は市内の他院で勤務していました。

ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが，昨年度にオホーツク技師会に入会

しましたので，改めてご挨拶したいと思います。

　趣味は映画観賞、サッカー、スノーボート，キャンプと色々ありますが、特に

スノーボートが好きで、富良野スキー場に行くことが毎年の恒例行事となって

います。今年はオホーツク放射線技師会の方々とトマムに行き、手料理を囲み

ながら交流を深めることができたので、来年も開催出来たら良いなと思ってい

ます。
　昨年から登山も始め、北海道の雄大さを再発見できたので、今年もいろんな山を登り、北海道の自然を満喫

できたらなと思います。以前の病院でも脳外科領域は経験していましたが、今まで以上に様々な症例や未経験

だった核医学検査にも従事することができ、脳外科領域の奥深さを実感している毎日です。今後も医師の要求

に答えられるようレベルアップして、オホーツクの地域医療に貢献できるよう頑張りたいと思います。オホー

ツク技師会を通じて交流を深め、技師としても社会人としても成長していきたいと思いますのでどうぞよろし

くお願いします。
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第 9 回定期総会および春季勉強会のご案内
日時：平成 30年 4月 7日（土）　総会 14 時 00 分より、春季勉強会 15 時 00 分より

場所：オホーツク海病院　4階会議室

北見市端野町二区 793-1　TEL0157-67-6000

本年は役員改選の年でもありますので、多数の方の参加をお待ちしております。

参加できない会員は委任状の提出にご協力ください！

【勉強会内容】「Gd造影剤に関する最近の話題」

バイエル薬品メディカルアフェアーズ本部　ラジオロジー領域MSL
高橋　宏成　先生

会費納入についてのお願い
　総会当日、平成 30 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

　網走脳神経外科・リハビリテーション病院、診療画像部

放射線課の山田莉緒と申します。
出身は網走で高校を卒業したあと札幌の日本福祉看護・診療放射線学院

（現在：日本医療大学）を卒業しました。

　学生時代はバスケットサークルに所属し、時には仲間と大会にも出た

りしながら楽しい学生生活を送りました。趣味は映画、音楽観賞やカフェ、

喫茶店巡りなどで、休日はのんびりとした生活を送っています。好きな

食べ物はトマトとラーメンで、札幌に住んでいた時にはラーメン巡りも

していたので美味しいお店はたくさん知っています。おすすめのラーメン

店は札幌清田区にある “虎　TORA” です。近くに行く機会があればぜひ

立ち寄ってみてください。

　社会人、放射線技師になって１年しか経っておらず、まだまだ分から

ないことが多いのでたくさん迷惑をおかけしてしまうこともあると思い

ますが、自分の生まれ育ったオホーツクの土地で地域医療にしっかり

貢献して頑張ります。また先輩方のアドバイスに耳を傾け、技を盗んで

いきながら放射線技師としての技術を磨いていきたいと思いますのでこ

れからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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