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 釧根放技通信    Vol.２３ 
  

発行 釧根地区放射線技師会事務局 
 

 

 ■■■■    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                 医療法人孝仁会医療法人孝仁会医療法人孝仁会医療法人孝仁会    釧路脳神経外科釧路脳神経外科釧路脳神経外科釧路脳神経外科            山本綱記山本綱記山本綱記山本綱記    
 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

 昨年中は、会員の皆様またメーカー・商社の皆様には当会の運営に対しまして、暖かいご支援を

賜り誠にありがとうございました。本年も変わらぬご指導・ご鞭撻を戴けますようよろしくお願い

申し上げます。 

 昨年の医療界では地域の医師不足により地域格差が著明になり、実際に釧根地域でも医師の引き

揚げ・統合など深刻な問題となっています。昨年末に平成20年度診療報酬の「本体部分」の改定率

引き上げ方針が政府・与党で正式決定しましたが、薬価等を含めた診療報酬全体では結果マイナス

改定となる見通しです。このような厳しい医療情勢のなかで、日本放射線技師会では定款の変更が

厚生労働省に認可され、会の更なる発展が望めることと期待しております。 

 さて、「雨だれ石を穿つ」と言うことわざがありますように、日々の小さな努力が成功すること

の喩えですが、当然医療界においても患者様のため、どのような立場にあっても地道な努力と謙虚

さが大切であると思います。 

 今後も放射線技師の役割と任務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。 

皆様方の益々のご発展とご健勝ご多幸をお祈り申し上げ新年の挨拶と致します。 
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入退会に関する確認入退会に関する確認入退会に関する確認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。 

  皆様の周りに、日放技・道放技の会員でありながら釧根地方会に未加入の方が 

いらっしゃいましたら、その旨声をお掛けくださいますよう、ご協力をお願いいたし 

ます。 
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    ■■■■    釧根地区放射線技師会釧根地区放射線技師会釧根地区放射線技師会釧根地区放射線技師会    地域学術大会地域学術大会地域学術大会地域学術大会                                                                                
 

 寒風吹く１１月１０日、今年度の地域学術大会が開催され、多数の会員並びにメーカー

・商社の方の参加がありました。今年は例年のパシフィックホテルから釧路全日空ホテル

へと会場を変え、会員とメーカーの研究発表、基調講演そして特別講演と盛りだくさんの

プログラムになりました。 

 続く情報交換会は新入会員・参加商社の紹介や昨年よりパワーアップしたマジックショ

ーなどがあり、終始なごやかな中で閉会しました。 

来年度の開催日程は未定ですが、多数の演題の応募、そして情報交換会への参加をお待

ちしております。 

 

 

 

□□□□ 地域学術大会に参加して地域学術大会に参加して地域学術大会に参加して地域学術大会に参加して                    総合病院総合病院総合病院総合病院    釧路赤十字病院釧路赤十字病院釧路赤十字病院釧路赤十字病院        木内良次木内良次木内良次木内良次 

 今回、地域学術大会で初めて会員発表させ

ていただきました。PowerPointの参考書を読

むことから始まり、大会当日までスライド作

成に悪戦苦闘の毎日でした。虫垂炎のエコー

画像を炎症の程度毎にCTと比較しながら紹

介したかったのですが、症例写真を多くして

しまい本番では相当な早口になっていまい

ました。非常に聞きづらく落ち着きのない発

表になってしまいましたが、当院放射線科で

行っている業務内容の1部を、この会員発表

を通じて紹介することができました。商社の

方々を含め 画像診断を専門としている放射

線技師にとっては私の下手な説明を聞くよ

り、黙って所見のある写真を見ていく方が

（特にCT）良かったのではないかとも思いま

したが、ほどよい緊張感の中、楽しく参加で

きました。 

 各メーカーによる最新のCT技術では、自分

が携わっていないこともありわからない事

も多かったのですが、放射線技師にとって常

に話題性の高いものだけに会場の緊張感が

ヒシヒシと伝わる印象でした。今年は各メー

カーとも100列以上の検出器を搭載するCT

が発売されそうで、最近の情報では300列以

上のCTも出てくるようです。このような話を

聞いても「すごいねぇ」とため息しか出ない

私ですが、もう少し勉強して？なんとか取り

残されないようにしなければと思う今日こ

の頃です。1slice撮影するのに9secかかって

いた20年前がなつかしいです。 

 株式会社千友館の佐藤富士子社長による

「ホテル経営と私の半生」と、釧路労災病院 

循環器科部長の岸本憲明先生による「動脈硬

化性疾患予防のための危険因子管理につい

て」の講演、そして懇親会は所用のため出席

することが出来ませんでしたが、地域学術大

会は他施設の方々と情報交換できる数少な

い機会だけに、これからはなるべく参加させ

て頂きたいと思います。 

 最後に、お忙しい中準備から運営にいたる

まで、この会の為に取り組んでいただいた事

務局の皆様、本当に有難うございました。 
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    ■■■■    平成１９平成１９平成１９平成１９年度年度年度年度    釧根地区放射線技師会ゴルフ大会の結果釧根地区放射線技師会ゴルフ大会の結果釧根地区放射線技師会ゴルフ大会の結果釧根地区放射線技師会ゴルフ大会の結果                                            
    

 今年度の釧根地区放射線技師会ゴルフ大会が９月２４日（月）に会員9名の参加で阿寒カン

トリークラブにて“大収穫祭”とのダブルコンペで開催されました。 成績は以下のとおりで

す。 

順位 氏 名 （ 所属施設 ） ピリカ まりも total HDCP Net 

１ 長谷川 里志 （ 市立釧路総合病院 ） ４１ ４１ ８２ ９．６ 
７２．
４ 

２ 大竹 一男  （ 市立釧路国保阿寒病院 ） ４０ ４５ ８５ 
１２．
０ 

７３．
０ 

３ 宮武 敏彦  （ 市立釧路総合病院 ） ４２ ４８ ９０ 
１６．
８ 

７３．
２ 

４ 岳田 正孝  （ 市立釧路総合病院 ） ３６ ４２ ７８ ３．６ 
７４．
４ 

５ 倉谷 樹美男 （ 市立釧路総合病院 ） ４１ ４３ ８４ ７．２ 
７６．
８ 

６ 野村  登   （ 釧路優心病院 ） ４８ ５２ 
１０
０ 

２１．
６ 

７８．
４ 

７ 星  國次   （ 老健星が浦 ） ５１ ４７ ９８ 
１９．
２ 

７８．
８ 

８ 山本 綱記  （ 釧路脳神経外科 ） ４９ ４５ ９４ 
１３．
２ 

８０．
８ 

９ 森本  守   （ 釧路孝仁会記念病院 ） ４５ ４５ ９０ ８．４ 
８１．
６ 

 

 

    ■■■■    北海北海北海北海道放射線技師会道放射線技師会道放射線技師会道放射線技師会    会費納入方法について会費納入方法について会費納入方法について会費納入方法について                                                                                            
 
過日、地方会長宛に中村道放技会長から会費納入方法について連絡がありましたので、以下にその内容を

報告いたします。 

《直納制の廃止》《直納制の廃止》《直納制の廃止》《直納制の廃止》    

道放技の会費納入は会費事務の軽減のために平

成１７年度から日放技への直納制をとってまいりま

したが、平成２０年度以降の会費については、日本

放射線技師会会費とは別に各自で都道府県技師会の

会費を納入する、すなわち直納制の廃止が全国会長

会議（１０/２０）で報告され、先日（１１/５、 

１１/２２)日放技より道放技へその旨の正式通知が

ありました。従って、日放技会費の納入方法は『預

金口座振替（銀行口座自動引落し）』と『ゆうちょ

銀行払込（郵便振替）』の２種類となります。この

ため、ゆうちょ以外の銀行およびコンビニエンスス

トアからの払い込みは出来なくなります。 

《納入方法について》《納入方法について》《納入方法について》《納入方法について》    

 １０月１３日開催の北海道放射線技師会第１回理

事会において、平成２０年度以降の会費についても

直納制による納入方法を継続することで「会費負担

金等に関する規程」につき審議を行い、納入期限を

９月末から当該年度の４月１日に改正されました。 

会は会費によって運営されているので、年度当初

に会運営のための会費が納められていることが事業

遂行のために必要でありますので、直納制が廃止さ

れたとしても納期の改正を行ったことは好ましいこ

とであったと十分ご理解いただけると存じます。 

前述の日放技の通知により、基本的には都道府県

技師会会費はそれぞれが独自に徴収することになり

ますが、会費納入期限、払込票の作成、発送準備・

手間、日放技と同時通知による納入の効率等につい

て常務理事会で検討した結果、平成２０年度につい

ては日放技の会費払込票と本会の払込票を同封して

会員に郵送する方法といたしました。 

なお、銀行口座振替依頼者（自動引落し手続きを

１９年１２月末日まで申請した者）についてはさら
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に手続きが必要となるため、直接依頼者と手続きに

ついて話し合いをいたしますので、早急に本会事務

方までご連絡をお願いいたします。 

また、上記日放技からの通知は後日全文各位に郵

送いたしますので熟読いただき、会費納入方法につ

いては道会報道会報道会報道会報１１１１月月月月１１１１日号にも掲載日号にも掲載日号にも掲載日号にも掲載いたしますので

ご了解のほどお願いいたします。 

以上会費納入方法の変更につき概略をお知らせ

いたしますので、ご理解をいただきたく宜しくお願

いいたします。 

 

※ 日放技からの通知(１１/２２分)を同封いたし

ました。
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    ■■■■    釧根地区放射線技師会釧根地区放射線技師会釧根地区放射線技師会釧根地区放射線技師会    今後の事業計画今後の事業計画今後の事業計画今後の事業計画                                                                            
    

● 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26日（土）17:00～（16:40 受付開始） 

場所：パレスボウル / 霧のビール園 

会費：５,０００円 （ボウリングのみ参加 １,６００円、 新年交礼会のみ参加 

３,４００円） 

 

● 第1３回 画像診断セミナー 

日程：２月22日（金） 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 

                                           

 

年度末です年度末です年度末です年度末です！！！！    

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                 

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 ： 釧路孝仁会記念病院 放射線

科 

         TEL ０１５４－３９－１２

２２  

 

会計担当  大西 拓也 

 

 

             編編編編編編編編集集集集集集集集後後後後後後後後記記記記記記記記        
あけましておめでとうございます。 

穏やかな天気が続いている今冬ですが、会員のみなさまは風邪やインフルエンザに襲われてい

ま 

せんか？ 

     

   新 入 会 員  (平成19年12月現在) 

宮本 裕輔  

（医療法人孝仁会 釧路脳神経外科） 

飯田 秀幸 

（医療法人道東勤労者医療協会 

 道東勤医協釧路協立病院） 

高木 博明 

 （医療法人孝仁会 星が浦病院） 

   順不同・敬称略 
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小生、年末年始は遠出もせず専らテレビと仲良くしていましたが、ある番組の中でアル・ゴア

元米国副大統領の著書『不都合な真実』について興味深いものがありました。最早説明の必要も

ない感の『不都合な真実』ですが、日本の某環境評論家や学者が、その中身は間違っていると言

うのです。ゴア氏はノーベル賞を受賞しておりメディアから受ける印象は全肯定であったので、

小生の少ない脳は混乱してしまいました。 ・・・どちらの言い分が正しいのか。その答えは、

きっと数年から数十年で出るのでしょうが、今更ながらいろいろと考えさせられました。 

新聞・テレビなどのマスメディアが流す情報を鵜呑みせず、事の真贋は己自身で見極めなけれ

ばならぬのか・・・。 と感じながら、なぜか酒が進まない正月でした。 

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    丹代正志（新くしろ） 大西拓也（孝仁会記念） 


