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■会長挨拶■会長挨拶■会長挨拶■会長挨拶    

岩田岩田岩田岩田    雄一雄一雄一雄一    （（（（小清水赤十字病院小清水赤十字病院小清水赤十字病院小清水赤十字病院））））    

今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

ります小清水赤十字病

院の岩田雄一と申します。

会員の皆さま方には、平

素より本会事業に格別

のご支援、ご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

今年度は、北海道放射線技師会も坂東前会長か

ら富田会長に代わり新体制となりました。坂東前

会長が掲げていたスローガン「活気ある技師会」

を引き継ぎ、来年度からは、さらに「自分の技師

会」であることを会員の皆さまに強く認識しても

らえるような活動を目指していくようです。各々

が関心を持って技師会と向き合うことを意図して

いると思いますが、みなさんは、日常に於いて技

師会について考える機会があるでしょうか？ 

以前にも申し上げましたが、技師会の役割の一

つに、研修会、懇親会をとおした会員同士の交流

が挙げられると思います。技師会に所属すること

によるメリットが感じられないという声を聞くこ

とがありますが、他の施設の技師と知り合い様々

な考えを聞くことは、その後の技師人生を豊かに

する機会となる筈です。実際に私は小規模施設に

勤務しておりますが、この地区で多くの方々と知

り合い様々な意見に巡り合うことができ、それを

自分の糧としてきました。来年度はオホーツク放

射線技師会が発足から 10 年の節目の年を迎えま

す。メモリアルな年ですから、いつもより少しだ

け自分たちの組織について考えてみましょう！ 

一人ひとりが技師会への考えを交わすことがで

きれば、自ずと組織は活気に満ち溢れていくと思

います。魅力ある事業で盛り上げていく所存です

が、皆さまも引き続きご協力ください！ 

話しが変わりますが、ここ数年、日放技では業

務拡大に伴う統一講習会を開催し広く会員に参加

を呼び掛けてきました。この地区でも多くの会員

が受講しましたが、それでも過半数を越えるには

至っておりません。もちろん講習の目的は新しい

技術の習得にありますが、高い受講率を達成し組

織力の高さを関係機関にアピールする意図もあり

ます。内容が現在の業務に直結しないという考え

から受講を敬遠されている方もいらっしゃると思

いますが、受講することで私達の組織の信頼度が

高まり、放射線技師の地位向上につながることを

モチベーションの一つとしていただけると幸いで

す。この事業は今後も継続しますが、地方開催は

来年度で最後となり、その後は東京開催のみとな

ります。12 月 7 日（土）、8 日（日）に北見赤十

字病院にて開催しますので未受講の方は、ぜひ参

加してください。とりとめのない文章となってし

まいましたが、ご挨拶とさせていただきます。来

年度もよろしくお願いいたします。 
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■■■■ニュース・報告ニュース・報告ニュース・報告ニュース・報告    

■■■■平成平成平成平成 30303030 年度事業年度事業年度事業年度事業報告報告報告報告    

 

●第 9回 オホーツク放射線技師会定期総会 

平成30年4月7日（土）オホーツク海病院 

 

●平成30年度春季勉強会 

平成30年4月7日（土）オホーツク海病院 

 参加者29 名 

・学術講演 「Gd造影剤に関する最近の話題」  

バイエル薬品(株) メディカルアフェアーズ本部 

高橋 宏成 様 

 

●第1回 定例役員会 

平成30 年5 月25 日（金）オホーツク海病院 

「第9回オホーツク放射線技師会研修会について」 

 

●第3回 オホーツクMSCT 談話会セミナー 

＜後援事業＞ 参加者 49名 

平成 30 年 6 月 15 日（金）北見赤十字病院  

 

講演Ⅰ：CanonCT Aquilion Prime SPの使用経験 ～

造影効果も含めて～  

小清水赤十字病院  岩田 雄一 

 

講演Ⅱ：CanonCTの最新情報  

キヤノンメディカルシステムズ 北海道支部営業

推進部 CT担当 井上 学 様 

 

●平成 30 年度秋季セミナー・懇親会・臨時役員

会 

平成 30 年 8 月 25 日（土） 北見商工会議所 

「心電図の基礎」フクダ電子北海道販売(株) 

川島 洋 様   参加者 34 名 

 

ボウリング大会 

優勝：安田 浩司（網走厚生病院）参加者 20 名 

懇親会：味覚園 銀座店  参加者 20 名 

 

●第17回 網走画像勉強会 ＜後援事業＞ 

平成 30 年 11 月 2 日（金）網走セントラルホテル 

 

●第 9回オホーツク放射線技師会研修会・臨時役

員会 

平成 30 年 11 月 3 日（土）北見赤十字病院 

参加者 57名 

○会員研究発表 6題  

 

○特別講演：「肝腫瘍性病変の鑑別診断における

考え方 ～超音波を中心に～」  

講師：JA北海道厚生連遠軽厚生病院 

島崎 洋 

○北海道放射線技師会報告  

一般社団法人北海道放射線技師会会長 

富田 伸生 

情報交換会 30名参加  

 

●第 13 回 オホーツク MSCT 談話会 

平成 30 年 11 月 10 日（土）北見赤十字病院 

参加者 51 名 

 

●第2回定例役員会  

平成31年2月22日（金）オホーツク海病院  

「第10回総会、10周年事業について」他 

    

    

    

●●●●ニュースニュースニュースニュース・報告・報告・報告・報告    

    

1111....    業務拡大に関する統一講習会業務拡大に関する統一講習会業務拡大に関する統一講習会業務拡大に関する統一講習会    

来年度で地方開催は最終となり、再来年度からは

東京開催のみの方向。来年度は、札幌で偶数月に

開催される。オホーツク放射線技師会も地方開催

に立候補しました。時期は 12月上旬予定。 

(全国の受講率 42%、北海道 29.3％オホーツク 

39.8％（39 名）) 
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■第■第■第■第 9999 回オホーツク放射線技師会研修会回オホーツク放射線技師会研修会回オホーツク放射線技師会研修会回オホーツク放射線技師会研修会    

2222....放射線技師法の改正放射線技師法の改正放射線技師法の改正放射線技師法の改正    

放射線技師法の改正により、技師養成に必要な習

得単位数が 102 単位（現在よりも 7単位増加）と

なる。（内容は読影補助、放射線管理と思われる） 

 

3333....基礎技術講習基礎技術講習基礎技術講習基礎技術講習（日本放射線技師会事業）（日本放射線技師会事業）（日本放射線技師会事業）（日本放射線技師会事業） 

来年度は北海道開催が濃厚、内容は CT で、開催

時期は秋頃を予定 

 

●役員改選について●役員改選について●役員改選について●役員改選について    

今年度は役員改選が行われ、新役員は下記のとお

りに決定しました。 

 

 

 

    

北見北見北見北見赤十字病院赤十字病院赤十字病院赤十字病院    80808080 名参加（会員名参加（会員名参加（会員名参加（会員 55555555 名、非会員名、非会員名、非会員名、非会員

5555 名、業者名、業者名、業者名、業者 20202020 名）名）名）名）    

 今年度は 6題の会員研究発表があり、熱気あふ

れるセッションが繰り広げられました。最優秀演

題賞に輝いたのは「「「「MRIMRIMRIMRI における頭蓋外舌下神経における頭蓋外舌下神経における頭蓋外舌下神経における頭蓋外舌下神経

描出の試み描出の試み描出の試み描出の試み」」」」を発表した北星記念病院、     

白方正道白方正道白方正道白方正道    会員でした。(写真下) 白方会員には

今後の更なる活躍が期待されます。 

 

特別講演には例年とは違った趣向？で、「「「「肝腫肝腫肝腫肝腫

瘍性病変の鑑別診断における考え方～超音波を中瘍性病変の鑑別診断における考え方～超音波を中瘍性病変の鑑別診断における考え方～超音波を中瘍性病変の鑑別診断における考え方～超音波を中

心に～心に～心に～心に～」」」」と題して、当会の 島崎島崎島崎島崎    洋洋洋洋    副会長にご

講演をいただきました。(写真下) 初の腹部エコ

ーを中心とした内容で会員一同興味深く話を聞き

ました。 

 

 

研修会が終わった後の楽しみ懇親会の様子です。 

ここからがオホーツク放射線技師会です！

 

会会会会    長長長長    岩田 雄一（小清水赤十字病院） 

副会長副会長副会長副会長    

島崎 洋（遠軽厚生病院） 

上野 誠（オホーツク海病院） 

村上 雅紀（網走脳神経外科・ﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝ病院） 

理理理理    事事事事    

中島 勲（北見赤十字病院） 

安田 浩司（網走厚生病院） 

叶 亮浩（広域紋別病院） 

会計理会計理会計理会計理

事事事事    

根津 逸人 （北星記念病院） 

河村 康広（小清水赤十字病院） 

高橋 靖智（遠軽厚生病院） 

監監監監    事事事事    
野宮 乙姫（道東脳神経外科病院）

(ふらっと会オホーツク代表兼務) 

■平成■平成■平成■平成 30303030・・・・31313131 年度役員年度役員年度役員年度役員    
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■■■■技師会ホームページについて技師会ホームページについて技師会ホームページについて技師会ホームページについて    

まだまだ序盤、これからですね！ 

 

 

余興での１コマ 会長チーム 

北放技とオホーツク技の連携の良さを垣間見るこ

とができました。 

 

説教のように見えますが、違います。 

熱い語らいはこのままエンドレスで続くこととな

りました。 

 

 

オホーツクの雰囲気は楽しいですよ。最後まで付

き合うと大変ですが、、、 敷居は低いので遠慮せ

ず、会員皆様たくさんの参加を待っています！ 

 

皆さん当会のホームページをご存じでしょう

か？事業告知や報告を中心に更新しております。

その中で、今年度から新しい試みとして、研修会

のプログラムをダウンロード形式にして経費削減

を行いました。当日会場ではプログラムをスマホ

で確認する方がいらして時代の変化を感じました。 

概ね好評でしたので、今後プログラム等はダウ

ンロード形式にいたします。 

 

 

会費の納入についてのお願い会費の納入についてのお願い会費の納入についてのお願い会費の納入についてのお願い    

総会当日、平成 31 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】 

銀行名銀行名銀行名銀行名    ：ゆうちょ銀行：ゆうちょ銀行：ゆうちょ銀行：ゆうちょ銀行    

店番店番店番店番        ：：：：998998998998    

種目種目種目種目        ：普通預金：普通預金：普通預金：普通預金    

口座番号：口座番号：口座番号：口座番号：0175385017538501753850175385    

名義名義名義名義        ：オホーツクホウシャセンギシカイ：オホーツクホウシャセンギシカイ：オホーツクホウシャセンギシカイ：オホーツクホウシャセンギシカイ    
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■■■■新入会員新入会員新入会員新入会員紹介紹介紹介紹介    

今年度より新しく仲間に加わった皆さんです。 

よろしくお願いします！ 

 

●●●●網走厚生病院網走厚生病院網走厚生病院網走厚生病院    

昨年より網走厚生病院で勤務しています、 

黒田菜摘です。 

北海道の最北端稚

内市出身で、 

日本福祉看護・診

療放射線学院（現

在の日本医療大学）

を卒業しました。 

現在は、一般撮影

や消化管造影検査

などを行っており、

心臓カテーテル検

査を勉強中です。学ぶことが多い毎日ですが、日々

頑張っています。オホーツク地方には初めて来ま

したが、春には芝桜、夏には知床、秋には温泉、

冬には流氷を見に行ったりと充実した日々を過ご

しています。来年度は、業務だけではなく資格習

得などにも力を入れていきたいと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

●●●●網走厚生病院網走厚生病院網走厚生病院網走厚生病院    

勤務移動により旭川厚生から網走厚生病院に転

勤してまいりま

した、山岸孝弘 

やまぎしたかひ

ろと申します。 

( 46 歳 ） 

網走は旭川と違

って雪が少なく、

日々の除雪から

解放されて助か

っています。ま

た、海の幸がお

いしいことと徒歩で飲みに行けることは大変うれ

しいかぎりです。ただ、酒量と体重増加の解消に

気合を入れてマラソンを始めたところ日光湿疹を

発症し、日中走れないという残念な結果に悩んで

います。歳ですかね．．． 

 個人的なことはさておき、昨年はいくつかの行

事に参加させていただきました。多くの方が参加

されていてびっくりしました。今年度も可能な限

り参加させていただき、親睦を深めさせていただ

きたいと思います。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 

 

●●●●北見赤十字病院北見赤十字病院北見赤十字病院北見赤十字病院    

北見赤十字病院に勤務している、越智啓介です。

弘前大学卒業

後、弘前大学医

学部付属病院

で勤務しており

ましたが、地元

北見で働きたい

と思い、帰って

まいりました。

趣味はテニスな

どスポーツ全般

見るのもやるの

も好きです。北見に帰ってきてから、仕事と私生

活ともに充実しており、楽しい毎日を送っており

ます。最近は以前から興味があった MRI を勉強し

ておりますが、日々自分の力不足を感じています。

今後は様々なモダリティを経験し、広い知識や技

術を身に着け、皆さまに認めてもらえるように頑

張りたいと思います。これからよろしく願いいた

します。 
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●●●●置戸赤十字病院置戸赤十字病院置戸赤十字病院置戸赤十字病院    

昨年より置戸赤十字病院に勤務している大塚公

貴（おおつか きみたか）と申します。 

旭川市出身で

約 20 年間、地

元の総合病院

に勤務してお

りましたが、こ

の度ご縁があ

りまして、人口

3000 人あまり

の自然豊かな

置戸で働くこととなりました。以前から道東方面

に旅行するたびに、山並みの景色に魅了され、自

然に囲まれた地域で働きたいという願望がありま

した。今は家族を残し単身しておりますが、いず

れかは家族で永住しようと考えております。 

新人ではありませんが、「地域医療に奉仕できる

技師」を目標とし、これからオホーツク技師会の

皆様との交流を大切にして、早く顔を覚えてもら

えるよう研修会等に参加していきたいと思ってお

りますので、何卒宜しくお願い致します。 

 

    

●●●●遠軽遠軽遠軽遠軽厚生病院厚生病院厚生病院厚生病院    

昨年4月よりJA北

海道厚生連 遠軽厚

生病院に勤務して

おります澤田英典

と申します。平成 5

年より 13 年間当院

で勤務していまして、

その後転勤により

札幌、帯広と経由し

て 16 年ぶりにまた

戻ってまいりました。

知った顔もたくさん

あり、懐かしさを感

じながら業務しております。 

 現在単身赴任中で、札幌との往復で月に1,500km

程度運転していることもあり、腰痛に悩んでいる

毎日です。まだこちらのほうでは観光しておりま

せんが、追々遠出してみようと考えています。 

オホーツク圏の地域医療に貢献できるよう、今

までの経験を生かしながら日々努力していきたい

と思いますので、皆様よろしくお願いいたします。 

 

 

●●●●遠軽遠軽遠軽遠軽厚生病院厚生病院厚生病院厚生病院    

遠軽厚生病院に勤務しております、橋上栞奈と

申します。出身は紋別市で、学校は札幌の日本福

祉看護・診療放射線学院（現：日本医療大学）を

卒業しました。 

 趣味は写真を撮

ることで、昨年は

丸瀬布の藤や美瑛

の青い池などの写

真を撮りました。

最近は月の写真を

撮る事にはまって

います。 

 業務では一般撮

影やマンモグラフ

ィを主に行ってお

ります。地元であ

るオホーツクの地

域医療に貢献できるように頑張りたいと思います。

まだまだ未熟ではございますが、早く一人前の技

師になれるように頑張りますので、ご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願い致します。 
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社会医療法人明生会 道東脳神経外科病院 

医療技術部放射線課の伊藤光太（いとう こうた）

と申します。札幌

市出身で、北海道

医薬専門学校を卒

業し、現在に至っ

ております。 

初めてのオホー

ツク地方での生活

で、最初は戸惑い

ましたが、優しい

先輩たちに囲まれ

毎日が楽しいです。

北見に来てからは、色々な事にチャレンジしてお

ります。映画観賞といえば自宅で DVD でしたが映

画館に足を運んで色んなジャンルを観たり、お酒

といえばカシスオレンジでしたが飲んだことのな

い日本酒に変えたりなど些細なことから少しずつ

試しております。 

仕事の面では、この一年間で一般撮影やCT検査、

MR検査、核医学検査など幅広く技術を身に付けま

した。今後は、専門性を高め、画像診断に貢献で

きる診療放射線技師になれるように頑張りたいで

す。また、オホーツク放射線技師会の活動に積極

的に参加し、会員の皆様と交流を持って社会人と

して成長していきたいと思っております。ご指導

ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。 

 

 

 


