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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））））    

オホーツク放射線技師会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で

ございます。2019年度も会員皆様のご協力の下、

それぞれの事業を盛会裏のうちに終えることが出

来ました。日頃からの皆様のご協力に、この場を

借りて感謝申し上げます。 

この記事

を執筆して

いる（2/28）

今は、新型

コロナウィ

ルス感染拡

大防止の対

応で世の中

が東奔西走、

混乱を極めております。不特定多数の人々が集ま

るような催しは軒並みに中止に追い込まれるなど

様々な影響が連鎖し、ついには今年最大のイベン

トである東京五輪の開催が危ぶまれるまでに至っ

ております。私たち医療業界にも多大な影響を与

えておりますが、この会報が皆様の手に届くころ

には、この騒動が終焉を迎えていることを、ただ

ただ祈るばかりです。 

さて、今年度は私たちオホーツク放射線技師会

にとって発足から 10 年という節目の年となりま

した。第 1 回目の三地区合併協議会が行われたの

が平成 20 年 11 月 29 日、第 1 回オホーツク放

射線技師会研修会が開催されたのが平成 22 年 4

月 3 日、その日から、オホーツクの技師が一体と

なって更なる飛躍を遂げることを目的として 10

年間活動してきました。 

合併によりもたらされた大きな変化として、会

員数の増加により多様性が高まったことが挙げら

れます。多様性とは、「いろいろな種類や傾向が

ある」という意味を持ちますが、現在のビジネス

シーンで語られる多様性の焦点となっているのは、

性別・年齢・国籍などの属性的条件と価値観やラ

イフスタイルなどの思考的条件の 2 つです。少子

高齢化が進み同時に労働人口が減少する日本にお

いて、女性、高齢者、外国人を新たな働き手とし

て雇用し、マンパワーを確保することに多くの目

が向けられがちですが、一方、価値観やライフス

タイルといった「多様な個性」が一つの場所に集

まることは、多様な人材の多様なアイデアや経験

が集まることであり、異なる視点の発想が相乗し

合うことで新たな発想や価値観が生まれやすい環

境を作ります。 

今後、高齢化に伴う医療サービスへのニーズの

変化、医師不足によるタスクシフト、AI や ICT

などを利用した技術革新など、私たち放射線技師

を取り巻く環境は著しく変化していくことが予想

されます。時には厳しい流れになるかもしれませ

んが、私たちも常に変化をもって対応していかな

ければなりません。これまでの 10 年間、諸先輩

が多大な苦労のもとオホーツク放射線技師会を作

り上げて来てくれました。そして、これから当会
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■■■■2019201920192019 年度事業年度事業年度事業年度事業報告報告報告報告    

にとって新しい 10 年が始まります。いかなる環

境の下でも、「様々な個性」をもつ皆様の力をも

って、新しく道を刻んでいける技師会であり続け

たいと考えております。 

その実現のために、技師会活動に対する益々のご

理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

●第10回オホーツク放射線技師会定期総会  

平成31 年4 月6 日（土） 

北見赤十字病院 40名参加 

 

●平成31 年度春季勉強会 45名参加 

平成31 年4 月6 日（土） 北見赤十字病院 

フィリプス最新技術 

「Philips MR Next WaveフィリプスMR最新技

術」 

石田真美子 様 

「IQon スペクトラルCT最新情報2019」 

鈴木志津馬 様 

「あったらいいな!をカタチにするPhilips新技術」

吉川広志 様 

●平成31年4月より 

北見市休日夜間急病センターへの技師派遣を開始 

 

●第1 回定例役員会 

令和元 年6 月7 日（金）19:00より 

オホーツク海病院 

・議題 「第10回オホーツク放射線技師会研修会、

10周年記念行事について」他 

 

●第３回オホーツクMSCT 談話会セミナー 

＜後援事業＞  

北見赤十字病院 64名参加 

令和元 年6 月28 日（金）18:40より 

情報提供 

RSNA2018・ITEM2019 CT最新情報 

キャノンメディカルシステムズ(株) 

GEヘルスケア・ジャパン(株) 

(株)フィリップスエレクトロニクスジャパン 

シーメンスヘルスケア(株) 

特別講演：脳神経外科領域の3D-CTA撮影技術 

-当院における撮影プロトコルと最新技術- 

札幌麻生脳神経外科病院 

放射線科 小寺秀一 様 

 

●令和元年度秋季セミナー 42名参加 

令和元 年8 月31 日（土）14：00 より 

北見赤十字病院 

第第第第1111部「診療用放射線安全管理について」部「診療用放射線安全管理について」部「診療用放射線安全管理について」部「診療用放射線安全管理について」    

座長 網走の丘総合病院 村上雅紀 

1.医療法施行規則改正の概要 

-医療被曝線量の記録と管理- 

株式会社千代田テクノル 中本由季 様 

2.線量管理システム(Dose Cheker)の導入経験 

(株)ジェイマックシステム 箱石 卓 様 

ユーザー 岩田雄一 

 

第第第第2222部「実践！部「実践！部「実践！部「実践！3D3D3D3Dワークステーション」ワークステーション」ワークステーション」ワークステーション」    

座長 北見赤十字病院 長島正直 

アミン株式会社 丸岡啓孝 様 

富士フイルムメディカル(株) 西岡大貴 様 

 

●令和元 年度ボウリング大会および懇親会 

令和元年8月31日（土）17：30より19名参加

ボウル北見 優勝： 河村康広 
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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    

●第 14 回オホーツク MSCT 談話会 

＜後援事業＞   

令和元 年 10 月 26 日（土）14：30 より 

北見赤十字病院 51 名参加 

 

●第10回オホーツク放射線技師会研修会および 

10周年記念行事 66名参加 

令和元 年11 月9 日（土）14：00 より 

網走湖荘 

会員研究発表会員研究発表会員研究発表会員研究発表    

座長 北見赤十字病院 中島 勲 

1. waters 法における補助具を用いた 

座位撮影の試み 

JA 北海道厚生連遠軽厚生病院 橋上栞奈 

 

2.骨密度測定装置更新に伴う体厚依存性、 

補正値の検討 

北見赤十字病院 秋谷俊行 

 

3.デジタルマンモグラフィ撮影条件の 

基礎的検討 

北見赤十字病院 生駒奈緒美 

 

4.デジタルマンモグラフィの特性を活かした

石灰化病変の視認性評価 

JA 北海道厚生連網走厚生病院 垣見尚吾 

 

特別講演特別講演特別講演特別講演    

座長 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 高橋靖智 

「私の考える心臓CT」 華岡青洲記念病院 

山口隆義 様 

10101010周年記念講演周年記念講演周年記念講演周年記念講演    

座長 小清水赤十字病院 岩田雄一 

「高齢化社会で求められる 

膝関節の撮影法と画像解剖」 

大阪滋慶学園大阪ハイテクノロジー専門学校 

安藤英次 様 

10周年記念式典・祝賀会 50名参加 

●第18 回網走放射線画像勉強会＜後援事業＞ 

令和元 年11 月22 日 18：00 より 

網走セントラルホテル 23名参加 

 

●業務拡大に伴う統一講習会    

（北海道放射線技師会事業）    25 名参加 

令和元年 12 月 7 日（土）～8 日（日） 

北見赤十字病院 

●第2 回定例役員会 

令和2 年2 月14 日（金）19:00より 

オホーツク海病院 

「2020 年度事業計画」 

「第 11 回総会・役員改選・春季勉強会」他 

 

    

    

1111....    医療被ばくの線量記録を医療被ばくの線量記録を医療被ばくの線量記録を医療被ばくの線量記録を義務化義務化義務化義務化    

厚生労働省は、医療法施行規則の一部改正につ

いて省令を公布した。 医療被曝の線量が相対的

に高い CT エックス線装置などの放射線診療機器

の線量の記録を義務付ける。 

特に日本の放射線診療機器数や患者1人当たり

の被曝線量は諸外国に比べ高く、線量の最適化が

課題となっている。改正省令・告示では、放射線

診療機器を備える病院・診療所の責任者に対し、

CT エックス線装置、透視用エックス線装置、診

療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素を用いた検査について、医療被曝の線

量記録を義務付けるとした。 他にも放射線診療

に従事する医師や放射線技師などを対象とした研

修の実施を求める。 

 

2.2.2.2. 北海道放射線技師会企画北海道放射線技師会企画北海道放射線技師会企画北海道放射線技師会企画 

令和 2 年度 オホーツク支部にて 

「読影セミナー」 

「実践型医療被曝相談」 を開催予定。 
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■第■第■第■第 10101010 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

10101010 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典    

今年度は時間調整の

ため会員研究発表は

4 題に厳選し、最優秀

演題賞に輝いたのは

「骨密度測定装置更

新に伴う体厚依存性、

補正値の検討」を発表した北見赤十字病院 秋谷秋谷秋谷秋谷

俊行俊行俊行俊行    会員でした。秋谷会員には令和 2 年度の北

海道地域学術大会での活躍が期待されます。 

 

特別記念講演は 

10 周年記念に相応しく 

超豪華 2 本立て!!  

 

安藤英次先生安藤英次先生安藤英次先生安藤英次先生    

山口隆義山口隆義山口隆義山口隆義先生先生先生先生    

 

ありがとう 

ございました。 
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10 周年記念式典が終わった後の 2 次会の様子です。 

久しぶりの宿泊飲み会、朝まで飲むぞー！ 

 

 

あれ...早々に、何かやらかした？ 怒られてる？ 

ヤバいよ 

ヤバいよ 

ヤバいよ 

ヤバいよ 

おまえも 

気をつけろ 

わかったか 

 

俺 解放～♪ 

 

 

ウソでしょ～ 

2 人目！誰？ 

 

その次 俺？ ヤバいよ… 

 

和解したみたいです…             まぁ飲みましょう  

おしまい 
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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。 

●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    

吉田知史吉田知史吉田知史吉田知史(よしださとし）と申します。 

私は札幌の北海道

医薬専門学校の出

身で去年の国家試

験に無事合格し４

月にここ北見赤十

字病院に入職する

事が出来ました。

そして、自分の診

療放射線技師とし

ての仕事が始まり

最初の約半年間は

レントゲン、ポーターの仕事を覚えるとこからの

スタートでした。まずポーターでは患者さんの身

体と検出器の位置決めがなかなか上手く決まらず、

再撮影をして悔しい思いをして夏場になると汗を

たくさんかきながら病棟内を回っていた記憶しか

ありませんが顔馴染みになった患者さんに感謝の

言葉を言って頂いた時はすごく嬉しく思いました。

次にレントゲンでは、やはり難しかったのは整形

分野の撮影でした。学校では教科書を読んで学ん

だだけであり実際に撮影した時は全く教科書通り

にいかず上司が作られた整形のマニュアルを何回

も読み試行錯誤していき少しずつ撮影できるよう

になっていますが、まだまだ先輩方のような綺麗

な写真を撮影できてはいないので、これからも頑

張っていこうと思います。気付けば来月で４月と

なり、自分も就職して１年が経ち今は CT を学ん

でいます。そして今年も新卒の方が入職されると

いうことで後輩に抜かされないよう目の前の事を

自分なりにしっかりと覚えていき、先輩の背中を

追いながら１日でも早く北見の地域医療に貢献で

きる診療放射線技師になれるように頑張っていき

たいです。 

 

●網走厚生病院●網走厚生病院●網走厚生病院●網走厚生病院    

勤務移動により札

幌厚生病院から網

走厚生病院に転勤

してまいりました。

津元津元津元津元崇弘崇弘崇弘崇弘（つもと

たかひろ）と申し

ます。(38 歳 )札

幌 厚生病 院に は

13 年間勤務し、

今回初めての異動

で網走厚生病院に

配属されました。札幌にいた時は、病院付近の家

賃が高く地下鉄の一番端の駅から通勤していたた

め、片道 50 分かけて通勤していましたが、網走

では病院住宅に住んでいるため、徒歩 7 分で病院

に着くので非常に楽になりました。さらに釣りが

趣味なので、網走に来てからも鮭釣りやワカサギ

釣りを楽しんでいます。仕事における研鑽的なと

ころでは、札幌で開催される研究会や学会に頻繁

に参加していたので、オホーツクでも様々な勉強

会に参加したいと思っております。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

●遠軽厚生病院●遠軽厚生病院●遠軽厚生病院●遠軽厚生病院    

遠軽厚生病院に勤務しております、田口知明田口知明田口知明田口知明と

申します。出身は札幌市で、学校は青森県の弘前

大学医学部保健学科放射線技術学専攻を卒業しま

した。趣味はカラオケです。 業務は CT を主に

担当しており、現在心エコーの研修中です。地域

医療に貢献できるよう精進していきたいと思いま

す。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 
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●網走厚生病院●網走厚生病院●網走厚生病院●網走厚生病院    

オホーツク技師会 会員の皆様、初めまして。

人事異動で旭川厚生病院から転勤してきました、 

藤川大朗藤川大朗藤川大朗藤川大朗（ふじかわ ともあき）と申します。（31）   

幼少期に北見

市は常盤町に住

んでいましたが

20年ぶりに訪れ

た街並みはなか

なかに様変わり

している様に感

じ、少し驚きま

した。趣味のお

話しをさせてい

ただくと、活動

範囲自宅だったはずが数年前からアウトドアの趣

味がどんどん増え、キャンプや自転車などやって

おります。北海道最大…いえ日本最大規模の野外

フェス RISINGSUN ROCK FESTIVAL は生き

がいです。 

 オホーツク技師会の行事もいくつか参加させて

いただきましたが、会員の皆さんが活発に活動さ

れている様な印象を受けました。これから自分も

その一員として、自己研鑽や会員の親睦を深めて

いける様にしたいと思っています。今後ともどう

ぞよろしくお願いします。 

 

●道東●道東●道東●道東の森総合の森総合の森総合の森総合病院病院病院病院    

昨年より道東の

森総合病院で勤務

している、岩﨑優人岩﨑優人岩﨑優人岩﨑優人

（いわさき ゆうと）

と申します。 

空知の滝川市出

身で、昨年北海道医

薬専門学校を卒業

しました。これまで

道東方面には来た

ことがなかったので北見市がこれほどまでに坂が

多いとは来るまで知らなかったです。趣味は写真

撮影とドライブすることで、昨年は網走、釧路、

阿寒などに行き道東の地を楽しんでいます。今年

は知床や根室などにも足を伸ばしていきたいと考

えています。 

 仕事では一般撮影、CT 検査、MRI 検査、核医

学検査などの検査をしています。この１年間でル

ーチン業務は習得したので、今後は一つ一つの検

査の理解を深めていき、地域医療に貢献できる診

療放射線技師になりたいです。また、積極的にオ

ホーツク技師会等の活動に参加していき、社会人、

一医療人として成長していきたいと思っています。

今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い致し

ます。 

 

●遠軽厚生病院●遠軽厚生病院●遠軽厚生病院●遠軽厚生病院    

遠軽厚生病院

に勤務しており

ます高橋謙太高橋謙太高橋謙太高橋謙太と

申します。出身

は十勝の広尾町

で、学校は京都

医療技術短期大

学（現：京都医

療科学大学）を

卒業しました。

趣味はバスケッ

トボールです。

業務では一般撮

影、TV 透視検

査、血管造影検

査に従事しております。 オホーツク地域に住む

のは初めてですので、これから色々なところに行

きたいと思います。 

最後に少しでも早く遠軽の生活に慣れ地域医療

に貢献出来るように頑張りたいと思いますので御

指導御鞭撻のほど宜しくお願い致します。 
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●オホーツク海●オホーツク海●オホーツク海●オホーツク海病院病院病院病院    

昨年よりオホー

ツク海病院に勤務

している橋本拓巳橋本拓巳橋本拓巳橋本拓巳

と申します。札幌

市出身で、北海道

医薬専門学校を卒

業しました。 

初めてのオホーツ

ク地方に来ました

が、温泉に行った

り、映画をみたり

と充実した日々を

過ごしています。 

オホーツク海病で働きはじめて1年となりますが

この 1 年を通して、一般撮影や CT 検査、MR 検

査など幅広く技術を身につけました。現在は上部

消化管造影を勉強中です。この１年目は検査方法

を覚えるといった面が強かったので、今後はより

広い知識や技術を身につけ、画像診断に貢献でき

るよう頑張ります。また、資格習得にも力を入れ

ていきたいと思います。ご指導ご鞭撻のほど、よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●曽我クリニック●曽我クリニック●曽我クリニック●曽我クリニック    

昨年より紋別市にあります曽我クリニックに勤

務しております、中島篤中島篤中島篤中島篤です。  

札幌出身で、

約２０年間東

京の病院で勤

務し、その後、

家庭の諸事情

により１２年

間新潟で勤務

しておりまし

たが年を取る

と生まれ故郷が懐かしくなり、縁あって曽我クリ

ニックに勤務することになりました。 

オホーツク地区は、不思議と縁があり何か第２の

故郷に帰ってきたみたいな感覚です。 

 新人といっても、初老ですが出来る限り技師会

の行事に参加したいと思いますので今後ともよろ

しくお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

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、令和 2 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    

    


