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                                                      ２００７年 １月 

 

 釧根放技通信    Vol.２１ 
  

発行 釧根地区放射線技師会事務局 
 
 
 ■ 会長挨拶                    医療法人 孝仁会 釧路脳神経外科病院   山本綱記 
 

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては健やかな新年を迎えられま

したことを心よりお喜び申し上げます。 

昨年5月に行われた総会より会長に就任して以来、会員皆様のご協力・ご支援を頂き、学術大会・

情報交換会の運営、画像診断セミナーの再開など担当理事・監事の協力を受け、夢中で会務に当た

って参りました。本年も変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

昨年は、診療報酬の改定や医師研修医制度などによる医師の撤退など釧根地域でも大変厳しい医

療情勢となっていますが、今後も診療放射線技師の役割を全うすべく患者様や地域住民のため、ま

た会員皆様のため広い視野をもって積極的に会務に取組んでいきたいと考えております。 

さて、「一年の計は元旦にあり」と申しますが、皆様はどの様な目標を立てられましたか。仕事？

趣味？のどちらにしても目標を目指している時こそ自分自身が一番輝ける時だと思います。皆様に

おかれましても是非一年の目標を立てて自己研鑽に励んでいただき、私個人といたしましても、目

標に向け最善の努力をしたいと思っております。 

皆様にとって、飛躍の一年となりますよう祈念して新年の挨拶と致します。 
 
 
 

 ■ 第９回 画像診断セミナー開催される  
 

 平成１８年９月２９日（金）、まなぼっと５

階のハイビジョンシアターにて５４名の会員

が参加のもと画像診断セミナーが開催されま

した。約７年振りに行われた今回のセミナーの

テーマは『ＭＤＣＴの性能評価』で、各施設に

おけるＭＤＣＴの臨床画像と性能評価を釧路

市医師会病院 岡田泰尚氏、釧路赤十字総合病

院 山岸寿義氏、星が浦病院 二階堂剛氏らが、

それぞれの施設を代表し現在自施設で稼動中

のＭＤＣＴについて口述発表し、その後フロア

からの質問に答える形でディスカッションが

行われました。 

        新 入 会 員  (平成18年12月現在) 

金澤 博幸（ＪＡ北海道厚生連 摩周厚生病院） 

小原 幸恵（医療法人 東北海道病院） 

轉石 広史（自衛隊 釧路駐屯地医務室） 

竹本 和弘（医療法人太平洋記念みなみ病院） 

國田 卓 （釧路市医師会病院） 

山本 崇史（医療法人孝仁会 星が浦病院） 

向 朋子 （医療法人孝仁会 釧路脳神経外科病院）

橋本 大 （ 同上 ） 

堀江 祐子（市立釧路総合病院） 

休憩を挟んだ後半には教育講演として『装置

メーカーにおけるＣＴ装置の性能評価方法』を

ＧＥ横河メディカルシステム株式会社の紫藤

尚利先生に講演していただき、約２時間のセミ

ナーが終了しました。 

 

 

 

 

 

吾妻 玲奈（ 同上 ）           順不同・敬称略 
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 ■ 釧根地区放射線技師会 地域学術大会                      
 
 今年度の釧根地区放射線技師会 地域学術大会が去る平成18年11月18日（土）、会員そして商社

の方を合わせて８９名の参加をもって釧路パシフィックホテル本館にて開催されました。１４時３０分

から始まった大会は会員による５演題の発表の後、黒木敏郎先生(黒木法律事務所)による教育講

演と続き、最後に蔭山博司先生(函館新都市病院 脳神経内科)による特別講演で幕を閉じました。 

 会員発表の内容は、画像処理や機器性能からフィルム管理まで幅広く日頃の研究の成果が発表

され質疑応答が行われました。 

 「医事紛争の傾向と対策」が演題名の黒木先生には、普段接する機会の少ない法律や裁判のこ

とを身近な話題を交えてわかりやすく、また蔭山先生には臨床画像やデータを盛り込んだ「最新の

３.０テスラＭＲＩの使用経験」を講演していただき、非常に中身の濃い時間が過ぎました。 

 学術大会終了後は会場を釧路パシフィックホテル新館に移して行われた情報交換会には６０名の

参加があり、山本会長の挨拶に続き、市立釧路総合病院 宮武敏彦技師長の音頭による乾杯で宴

は幕を開けました。今回は余興として釧路在住のマジシャンによるマジックショーを催し、１１名の新

入会員紹介や恒例の商社紹介も行われ、楽しい雰囲気の中で商社の方々や会員同士の間で歓談

しつつ情報の交換が持たれました。 
 
 
 

□ 地域学術大会に参加して    市立釧路総合病院 放射線科  木村 傑 

 

先日、１１月１８日に開催された釧根地区放

射線技師会地域学術大会に参加させていただ

いた市立釧路総合病院放射線科の木村です。 

正直勢いだけで演者としての参加を決定して

しまいまして、スライドの完成も前日ギリギリ

で当日は原稿も無く９割アドリブとなってし

まい、若干舞い上がってしまった印象がありま

す。結果的に時間もオーバーとなってしまい他

の演者の先生方にご迷惑をおかけしましたこ

とをこの場を借りてお詫びしたいです。今回

「もっとこうやっておけばよかった・・・」と

いう反省は当然ありますので、次回があるなら

ばもっと洗練されたものにしたいと純粋に思

います。また準備段階で他施設の見学をさせて

いただいたりもしましたし、学術大会の後も他

施設の先生方との交流の場をいただけたこと

も含め、非常に楽しかったです。 

そういったことも含め、今回の参加は、若輩

者の自分にとって大変意義のあるものだった

と思います。 

めまぐるしく進歩する医療の世界において、

職業としてのわれわれの役割も日進月歩で

変化し、常にアクティブでなくてはならない

と思います。 

業務も多様化し、さらに専門化している昨

今、日常業務をこなすことの他に自分が興味

のあること、やってみたいこと、気になるこ

とはどんどん追求したいと思います。 

また機会がありましたら、ぜひ参加させて

いただきたいと思いますし、そのことで微力

ながら地方会の発展、さらにはわれわれ診療

放射線技師という職業の発展に貢献できた

らと思います。 

最後になりますが、今回の地域学術大会に

多数のご参加をいただいたこと、お忙しい中

会の準備に取り組んでいただいた事務局の

先生方に感謝いたします。 

参加させていただいてありがとうございま

した。 
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 ■ 平成１８年度 釧根地区放射線技師会ゴルフ大会の結果              
 

 平成１８年８月１９日（土）、今年度の釧根地区放射線技師会ゴルフ大会が会員１２名の参加で阿寒カ

ントリークラブにて開催されました。 前日の雨の影響もあり、阿寒特有の霧まじりの天候でコースコ

ンディションは良くありませんでしたが、会員同士が親睦を深めることができ、好い一日となりまし

た。 

 尚、今回は阿寒カントリークラブのオープンコンペ“阿寒わくわく温泉杯”とのダブルコンペで行わ

れました。 成績・各賞は以下のとおりです。 

 

 氏 名     （ 所属 ） ピリカ 丹頂 Ｇｒ ＨＣ ＮＥＴ 

優 勝 長谷川 里志 （市立釧路総合病院） ４２ ４２ ８４ １３.２ ７０.８

準優勝 星 國次  （釧路脳神経外科病院） ４４ ３８ ８２ １０.８ ７１.２

３位 野村 登   （釧路優心病院） ４６ ４８ ９４ ２１.６ ７２.４

４位 大竹 一男  （市立国保阿寒病院） ４２ ４３ ８５ １２.０ ７３.０

５位 岳田 正孝  （市立釧路総合病院） ３９ ４５ ８４ １０.８ ７３.２

６位 倉谷 樹美男（市立釧路総合病院） ４６ ４３ ８９ １４.４ ７４.６

７位 佐藤 正文  （がん検診センター） ４８ ４４ ８２ １６.８ ７５.２

８位 山本 綱記 （釧路脳神経外科病院） ４３ ４６ ８９ １２.０ ７７.０

９位 表 富司男（循環器・呼吸器ｸﾘﾆｯｸ） ５３ ５０ １０３ ２５.２ ７７.８

10位 藤原 武  （野村内科クリニック） ５８ ５１ １０９ ３１.２ ７７.８

ＢＢ 宮武 敏彦  （市立釧路総合病院） ６０ ５０ １１０ ３０.０ ８０.０

ＢＭ 木村 傑  （市立釧路総合病院） ６０ ６０ １２０ ３９.６ ８０.４

※ ＨＣはダブルリペア 

 

丹頂３番 山本 綱記  （釧路脳神経外科病院） 

丹頂８番 該当者なし 

ピリカ４番 岳田 正孝  （市立釧路総合病院） 

 

ニアピン 

ピリカ８番 岳田 正孝  （市立釧路総合病院） 

丹頂５番 長谷川 里志（市立釧路総合病院） 

  

ドラコン 
丹頂８番 佐藤 正文  （がん検診センター） 

ベスグロ 星 國次 （釧路脳神経外科病院） 

（敬称略） 
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 ■ 釧根地区放射線技師会 今後の事業計画                      
 

● 釧根地区放射線技師会 ボウリング大会＆新年交礼会 

日程：１月27日（土）17:00～（16:40 受付開始） 

場所：パレスボウル ～ 霧のビール園 

 

● 第1０回 画像診断セミナー 

日程：２月８日（木） 18：30～     

場所：まなぼっと ５階 ハイビジョンシアター   

 

● 釧根地区放射線技師会 定期総会 

     ４月開催予定 

                    釧根地区放射線技師会のホームページ 

● 第1１回 画像診断セミナー 

５月開催予定         http://www.hok-art.or.jp/senkon/index.html 
 

                                            昨年リニューアルオープンした当会のホーム 

                                 ページが公開中であります。 

年度末です！       みなさん是非一度、のぞいてみてください。 
会務の円滑な遂行のため               

会費の納入は早めにお願いします。           

振込先   ： 郵便局                 
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口座番号 ： 02740-9-12635            

加入者名 ： 釧根地区放射線技師会       
   お問い合わせ ： 釧路脳神経外科病院 放射線科 

   TEL ０１５４－３７－５５１２  
 

        会計担当  大西 拓也 

 

 

 

 

             編編集集後後記記  
あけましておめでとうございます。 昨年は悲しい事件や事故が多く、特に子供に関する事件には

子を持つ親として心を痛めることが多い年でした。 一方では、駒大苫小牧高校の活躍や北海道日本ハ

ムファイターズの優勝など、スポーツではみなさんの職場でも明るい話題に花が咲いたのではないで

しょうか。 スポーツ観戦（テレビで）が趣味の小生にとりましても興奮の連続でありました。 今年も見

所はいろいろありますが、特にボストンへ移った松坂大輔の活躍を期待しつつ注目していきたいと思っ

ています。 

本紙を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。（Ｔ） 

 

編集  :  広報担当理事  中川一夫（労災）  丹代正志（新くしろ）  大西拓也（釧路脳外） 

入退会に関する確認 

 道技師会会員は日放技・道放技・地方会の３つの会

に加入していなければならず、現在地方会に加入し

ていない会員は平成１９年９月末日までに加入手続き

を完了するよう平成１８年１０月１４日の北海道放射線

技師会理事会において確認されました。 
 詳細は北海道放射線技師会会報２００７年１月号の 
５ページ目をご覧ください。 


