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■会長挨拶 

岩田 雄一 （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。 

日頃は当技師

会に多大なるご

支援、ご鞭撻を

いただき誠にあ

りがとうござい

ます。 

さて、皆様ご存知のとおり今年度は新型コロナ

ウィルス感染症が猛威を振るい、その影響に右往

左往させられる一年でした。不本意ではありまし

たが、多くの事業が中止を余儀なくされ、会員の

皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことを、この

場を借りてお詫び申し上げます。誠に申し訳あり

ませんでした。 

唯一の救いが、早くからオンライン開催に向け

て準備を進めていたことが功を奏して、第 11 回

オホーツク放射線技師会研修会を開催できたこと

です。初のオンライン開催ということで滞りなく

運営することに主眼を置き、内容を研究発表 4 題

のみに限定させていただきましたが、参加人数

55 名（会員 52 名、ゲスト 3 名）と例年よりも

やや多めの会員の方々にご参加いただけました。

その後のアンケート調査でも、概ね良好な評価を

いただいており、オンラインを併用した事業展開

を進めることに確信を得るに至っております。 

もちろん、地方会の重要な役割は、会員同士が

お互いに顔を合わせる場を提供しコミュニケーシ

ョンの促進を図ることにあると考えておりますの

で、それを損なわないような方法論を模索してい

きます。 

その一環として、来年度は釧根支部・稚内支部

と合同研修会を開催したいと考えております。具

体的には、例年行っている研修会において研究発

表の部分を共有する予定で、演題数の増加、発表

内容の多様化を図り、多くの会員の方々の興味に

応えられる、魅力的な研修会を目指したいと考え

ております。現在、他の２支部と大要を調整中で

すが、総会の場で、皆様の承認を得なければ話が

始まりません。是非、前向きに考えていただける

ようお願い申し上げます。 

話が変わりますが、日本放射線技師会事業とし

て“タスク・シフト／シェア推進に伴う既有資格

者の告示研修”が、来年度より開催されます。（予

定では 9 月下旬より開始） 

これは、2019 年 10 月から実施されている医

師の働き方改革を進めるために、診療放射線技師

の業務範囲拡大にかかる追加業務（法令改正が必

要となる）を行うために必要な研修です。 

診療放射線技師の有資格者すべてが対象で、義

務研修となることが予想されています。詳細につ

いては、日本放射線技師会雑誌 3 月号に掲載され

ていますのでご覧ください。 

以下に、有資格者研修カリキュラムの項目を提示

します。 
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■事業報告 

CT、MRI 造影検査や RI 検査のための静脈路の確

保に必要な知識・技能・態度 

RI 検査のために、RI 検査医薬品を注入（注入のた

めの装置を接続及び操作する行為も含む）するた

めに必要な知識・技能・態度 

動脈路からの造影剤注入のための造影剤注入装置

の接続・操作に必要な知識・技能・態度 

下部消化管検査のため、肛門へ挿入されたカテー

テルから注入した造影剤及び空気の吸引に関する

業務に必要な知識・技能・態度 

上部消化管検査のため、鼻腔へ挿入したカテーテ

ルからの造影剤注入、鼻腔カテーテル抜去に関す

る業務に必要な知識・技能・態度 

 

6 月頃に、開催について告示される予定ですの

でご注目していてください。また、受講に対して

ご理解いただければと思います。 

以上、簡単ではございますが、ご挨拶とさせて

いただきます。 

今後とも、技師会活動へのご理解とご協力のほ

ど、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

●第11回オホーツク放射線技師会総会  

日時：令和2年4月17日（金）～23日（木）  

※ホームページ、メール、FAXなどを利用し書面

上での開催  

内容：令和元年度事業報告、決算報告、令和2年

度事業計画、予算を決定  

 

●役員改選（令和2～3年度）  

日時：令和2年4月24日（金）  

※ホームページ、メール、FAXなどを利用し書面

上での開催  

 

 

●第76回北海道放射線技師会総会参加（オンラ

イン併用）  

日時：令和2年5月17日（日）10：00より  

場所：オホーツク海病院にてオンライン参加  

岩田会長、村上副会長、中島副会長、上野副会長、

叶理事、河村理事参加  

 

●第1回定例役員会  

日時：令和2年7月17日（金）19：00より  

場所：オホーツク海病院検診待合室  

内容：第11回オホーツク放射線技師会研修会に

ついてなど  

 

●北海道放射線技師会理事会（オンライン開催）  

日時：令和２年９月5日（土）14：00より  

岩田会長参加  

 

●第15回オホーツクマルチスライスCT談話会（後

援事業）  

日時：令和2年11月7日（土）14：30から  

場所：北見赤十字病院、遠軽厚生病院、網走厚生

病院 ※密を避けるために会場分散  

参加人数：42名（北見29名、遠軽5名、網走8

名）  

 

講演１.「Dual Energy CTの物質弁別における基

礎評価」  

座長：北見赤十字病院 長島 正直  

演者：JA北海道厚生連網走厚生病院 津元 崇弘  

 

講演２.「肝胆膵・消化管領域の手術支援画像 ～

撮影と画像処理を中心に～」 

座長：北見赤十字病院 秋谷 俊行  

演者：札幌医科大学付属病院 原田 耕平先生  
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■ニュース・報告 

■オンライン研修会開催 

●臨時役員会（オンライン開催）  

日時：令和2年11月12日（水）18：00より  

内容：第11回オホーツク放射線技師会研修会の

開催可否についてなど  

 

●臨時役員会（オンライン開催）  

日時：令和2年12月17日（木）19：00より  

内容：第11回オホーツク放射線技師会研修会の

開催方法についてなど  

 

●北海道放射線技師会支部代表者会議（オンライ

ン開催）  

日時：令和3年1月22日19：00より  

岩田会長、村上副会長、中島副会長参加  

 

●第11回オホーツク放射線技師会研修会開催（オ

ンライン開催）55名参加  

日時：令和3年2月6日（土）14：00より  

 

座長：北見赤十字病院 松田 聖司  

 

①  北見赤十字病院と北海道立北見病院の連携 

北海道立北見病院 齊藤 亮  

②  DBTにおける再構成断面内コントラストの

方向依存性について 

広域紋別病院 叶 亮浩  

③  201TlCl-心筋SPECTにおけるガンマカメ

ラ2機種の比較検討 

北見赤十字病院 中場 貴紀  

④  冠動脈CTの造影効果と心エコーの心機能評

価との関係 

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 高橋 靖智  

 

●第２回定例役員会（オンライン併用）  

日時：令和３年2月20日14：00より  

場所：北見赤十字病院大会議室  

議題：第12回総会についてなど  

 

●北海道放射線技師会理事会（オンライン開催）  

日時：令和３年３月6日（土）14：00より  

岩田会長、上野副会長参加 

 

 

 

●来年度は会費無料か？ 

今年度は予定事業の中止により、会議にかかる役

員の日当・交通費および通信費などの必要経費以

外の出費がなく、予算の 35％程度が執行されな

かった。会費に見合う還元を行えていないことを

考慮して、総会で承認を得られれば特別措置とし

て来年度会費の無料を予定している。 

 

●来年度の秋季勉強会・ボウリング大会・中止 

オンライン開催併用を考えた場合の会場確保が難

しく、他団体の事業日程の調整も難しいことから

ボウリングを含めた懇親を行うには厳しいと判断

し今年度は中止とした。 

 

●第１２回研修会は、釧根、稚内、オホーツク３

支部の合同開催か？！ 

オンライン利用による研修会充実の可能性の 1

つとして、3 支部合同会員研究発表を計画中。 

合同開催とすることで、演題数の増加と多様化が

見込め、各支部会の活性化に繋がるのではないか

と各支部の会長が連携して進めている。 

 

●既有資格者の告示研修、来年度より開催 

 診療放射線技師の有資格者すべてが対象で、義

務研修となることが予想される。詳しくは日本放

射線技師会雑誌に掲載。 

 

 

今年度の研修会は、北見赤十字病院を中心に総

力を結集してオンライン開催に辿り着いた。その

苦労話を松田理事が語ってくれました。 
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研修会、開催できるの⁈ 

 

 

 

♪生きて～る 生きている～ 

 

松田聖司 

北海道で最初の試み 

今回の研修会を開催するにあたり、新型コロナ

ウィルスの感染状況を加味した上で開催日やその

方法、さらに内容など複数回にわたってさまざま

な議論をおこない、なんとか無事に研修会を終え

ることができました。放射線技師会の事業として

オンラインを用いた研修会を行うのが北海道全体

でも初めてということで、時代の流れに沿った企

画をこのオホーツク地域から先駆けて発信できた

ことは、意義の大きい研修会であったのではない

でしょうか。 

 この会報では準備から開催までの様子を僅かで

はありますが紹介したいと思います。 

 

どのツールが最適？  

 まず開催の可否についてはオホーツク放射線技

師会の主となる事業でかつ会員同士のコミュニケ

ーションの場でもあることから開催する方向で動

き出しました。次に開催形式をどのようにするか

が大きな問題で、前述した通りコミュニケーショ

ンを重んじるのであれば例年通りの方法が望まし

いのですが、新型コロナウィルス感染の影響によ

り北見、網走、遠軽の 3 会場による分散の形式で

開催ができるよう話を進めました。しかし秋から

冬にかけての感染状況がさらに悪化し会場に会員

が集まることを避

けるため、最終的

には個人での参

加が可能な方式

で行うこととなり

ました。 

 それに伴いどのソフトウェアを使用するかが次

の課題となり、今回使用した『zoom』、それ以外

にも『Microsoft Teams』、『Skype』など多く

のツールがあるなか、開催形式に合うものはどれ

かを中場理事を中心に進めていき、使用感や音声

のチェック、資料の動作確認などを役員会で実際

に使用し複数回にわたり検討を重ね最終的に

『zoom』を使用することとなりました。 

 昨今では一般的になりつつあることではありま

すが、参加される方々にトラブルなく視聴しても

らいかつ有意義なものにしたいという思いから最

善の方法は何かと試行を重ねた結果、個人で参加

が可能でそれに最適なzoomを用いるという最終

的な結論に至りました。 

 

さぁ本番、うまくいくのか⁈ 

 当日は会場を 2

ヶ所に分け、演者と

座長を離して運営を

行いました。理由と

しては演者と座長が

同室になるとマイク

の不具合が発生し、

音声が聞きにくくな

るからです。事前の

準備から会場設営、

当日の音声動作確認には北見赤十字病院の北村会

員も一緒にお手伝い頂きました。 

 会員研究発表の演題は4演題と例年と比較する

とやや少なくはありましたが、病院運営から機器

の検討、臨床と幅広い内容であったため参考にな

る点が多かったのではないでしょうか。 

 また当日は北海道放射線技師会から岩崎秀樹副

会長、釧根放射線技師会から丹代正志会長、稚内

放射線技師会から早川泰幸会長もゲストとして参

加していただきました。 

 今回、このような初めての試みである研修会を

無事に終えることができたのは、オホーツク放射
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■ふらっと会から報告 

線技師会研修会という大切な事業を展開し成功さ

せるという岩田会長の強い熱意が会員みんなに伝

わった結果ではないでしょうか。 

 今後はこのオンライン形式の知識と技能を活か

し様々なことに挑戦するとともに、会員の皆さん

には有益な情報を提供していきたいと考えていま

す。皆さんの積極的な参加と意見・要望がより良

い研修会を創り上げると思いますので、これから

もオホーツク放射

線技師会の発展

にご協力下さい

ますようお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

山田莉緒 

ふ ら っ と 会 （ Female Radiological 

Technologists）とは 2015 年に女性が中心と

なって発足された会です。この名称には『誰でも

気軽にふらっと立ち寄れるような会を開催したい』

という意味があり、『北海道の女性診療放射線技

師が中心となって、みんなが元気に前進していけ

るような運営企画をする』という方針で活動を行

っています。 

主な活動内容としては年１回のふらっと会研修

会の企画運営、道技師会への寄稿などに取り組ん

でいます。過去の研修会では、子育て中の女性放

射線技師が参加出来るようチャイルドスペースを

設け、お子様と一緒に過ごしながら講演を聞ける

ようなこれまでに無い取り組みをしました。その

他にも病気や加齢による体型変化の理解を深め、

体に合った下着選びのポイントを学ぶことのでき

る下着メーカーによるエイジングセミナー、女性

特有の撮影を行う婦人科領域の撮影技術など様々

なテーマでの研修会を企画しています。 

また、『女性診療放射線技師の働く環境』につ

いてのアンケート調査を行い、皆様の声を踏まえ

て楽しく働きやすい環境を作っていくために女性

ならではの視点で考えながら活動しています。 

今年度は新型コロナウィルスのため Web を用

いた会議を行い、現在、第４回ふらっと会研修会

のテーマの内容とアンケート調査の内容について

話し合いをしています。 

新型コロナウィルスが収束した際には妊娠・出

産を経験している方、子育て中の女性や男性など

色々な方々に興味を持ってもらえるような研修会

を企画し、ふらっと会について知ってもらうため

に今後も幅広く活動していきたいと考えておりま

す。 

これからさらに多岐にわたってあらゆる視点から

魅力的なふらっと会研修会を開催していく予定で

いますので、皆様の参加を心よりお待ちしており

ます。 

 

 

 

 

令和 3 年度会費について 

今年度に限り総会にて承認されたときは 

無料を予定しています 

 

 


