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　　　　会員の皆様、　釧

根地区放射線技師会会員
の皆様、平素は当会の事
業にご協力いただき誠に
ありがとうございます。4月
に行われました定期総会
におきまして引き続き会長
としての役目を賜りました。
これからの2年間、引き続
きどうぞよろしくお願いいた
します。	

　今年は平昌オリンピックやサッカーワールドカップな
ど大きな国際スポーツイベントが開催され、海外から
日本人選手の動きを報道されることが例年より多いよ
うに感じる毎日です。同胞である日本人の活躍を喜ぶ
と同時に、今年は北海道のプロスポーツチームの好調
ぶりに心躍っております。特に下馬評は決して評価が
高くなかった北海道コンサドーレ札幌の快進撃には驚
かされ、そして熱くなっている道民のなんと多いことで
しょう。北海道は広大ゆえ、なかなかスタジアムで試合
を観戦することができませんが、我が家のテレビも熱く
なっています。是非ともシーズン終盤まで盛り上	
がれるよう全てのスポーツファンと一緒に応援できると

楽しいと思います。	
　さて、平成26年に一部改正が行われ平成27年4月に
施行されました診療放射線技師法を受け、業務拡大
に伴う統一講習会が開催されるようになって数年が経
ち各地で講習が行われていますが、今年は9月16日と
17日に市立釧路総合病院で開催されます。診療放射
線技師の業務内容が拡大されたわけですが、この業
務を行う絶対条件として安全を担保することが求めら
れ、必要な知識や技能を習得する努力義務を果たさ
ねばなりません。2年前に釧路市で行われた統一講習
会は土日開催だったので土曜日に勤務の方が参加で
きない事態となりましたが、今回は日曜日と祝日の月
曜に行われますので多くの方が参加可能になることと
思います。全国的にもまだまだ受講率が高いとは言え
ず、是非釧路で開催されるこの機会に受講されるよう
お願いいたします。詳細は日本診療放射線技師会の
ホームページでご確認ください。	
　前述した統一講習会の他にも、釧根地区放射線技
師会では各種事業を展開してまいります。是非ともたく
さんの会員の皆様に参加していただき、研鑽と交流の
場を盛り上げていけるよう役員一同励んでいきます。
更なる技師会の発展には皆様のご協力が欠かせませ
んので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。	

	

再選  会長挨拶

参加報告

　第74回一般社団法人北海道放射線技師会総会

星が浦病院　丹代　正志	

	
　去る5月20日、第74回一般社団法人北海道放射
線技師会総会が札幌医科大学記念ホールにて開
催され、当会からは会長を含む7名が参加しました。
総会次第に沿って議案を審議し、当会近藤哲弘副
会長が議長団の一員を務めスムースな進行により
予定通りに正午には終了しました。	
　今回は2年に1度の役員改選もあり、4期8年に渡

り会長職を務められた板東道夫氏が勇退され、監
事、常任理事の約半数が交代となりました。当会と
しましては、会長を始めとする新たな執行部と緊密
な連携をとりながら事業を進めることとなります。	
　尚、詳細な議事等につきましては北海道放射線
技師会の会誌9月号に掲載される予定です。	

星が浦病院　丹代　正志	



事業報告
平成30年度　釧根地区放射線技師会総会報告

第44回画像診断セミナー

日時：平成30年6月14日(木)	

会場：市立釧路総合病院　2階講堂	

演題：『GE社　MR最新技術情報のご紹介 ・・・最新の高速撮像技術を中心に・・・』	

講師：GEヘルスケア・ジャパン株式会社 MR営業推進部　梅原　一弘　様	

平成３０年６月１４日に、第４４回画像診断セミナーが市立釧路総合病院にて開催されました。	
仕事終わりの時間という事もありましたが、会場には23名集まりました。内容としては、最新の高速撮像技術という
ことで圧縮センシング(compressed sensing:CS)技術について詳しくわかりやすい講義や、次世代コイルのAIR 
technologyと呼ばれるブランケットのように柔らかく軽量であるコイルの講義などが行われました。AIR technology
は軽量化だけでなく毛布のように体にかけて密着させることができるので画質向上にもつながり今後多くの病院で
使用されていくように感じました。	
MRIの技術は日々進化しており、最新のお話を身近で聞け、とても有用な時間となりました。	
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釧路孝仁会記念病院　清水　拓哉	
	

釧路孝仁会記念病院　青柳　伸悟	

去る4月27日、釧路孝仁会記念病院会議室にて平成30年度釧根地区放射線技師会定期総会が開催され
ました。資格審査委員により総会の成立が確認され、各議案は原案通り承認されました。議案については
以下の通り です。	

	

議案１号：平成29年度一般経過報告	

議案２号：平成29年度 一般会計、互助会計および特別会計決算報告 、平成29年度定期総会 ・納涼会・地

域学術大会および情報交換会・新年交礼会決算報告	

議案３号：平成29年度監査報告 	

議案４号：平成30年度事業計画案 	

議案５号：平成30年度 一般会計および互助会計予算案	

議案６号：役員選挙 	

議案７号：その他 	

	
今年は、第６号議案において任期満了にともなう役員選挙が行われ、丹代正志氏（星が浦病院）が会長を
再任となりました。また、今年度の釧根地区放射線技師会の新役員は以下の通りです。	
	

会長: 	丹代正志（星が浦病院）	

副会長: 	近藤哲弘（市立釧路総合病院） 	大西拓也（釧路孝仁会記念病院）	

監査: 	渡邊浩幸（市立釧路総合病院） 	相山幸紀（釧路赤十字病院）	

理事： 	野村直樹（三慈会病院） 	松平英樹（釧路労災病院）	

	高下国男（釧路中央病院） 	千葉覚貴（知床らうす国民健康保険診療所）	

	清水拓哉（釧路孝仁会記念病院）	小川亜理沙（釧路赤十字病院）	

	藤元晋（市立釧路総合病院） 	青柳伸悟（釧路孝仁会記念病院）	



平成30年度　釧根地区放射線技師会の新事務局より抱負
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　今年度の釧根放射線技師会の各理事より一言ずつ抱負を頂きましたのでご紹介致しま
す。今年は初めて担当する方も多いですが、新体制で盛り上げていきますのでご協力の程、
宜しくお願いします。	

　今回で2期目の副会長を拝命いたしました。 
引き続き学術の統括が主な任となりますが、それぞ
れの事業を通して多くの会員の方々の交流が活性
化されることを願いまして、そのお手伝いができれ
ばと存じます。	

副会長　近藤　哲弘　(市立釧路総合病院)	

副会長　大西　拓也　(釧路孝仁会記念病院)	 理事　青柳　伸悟　(釧路孝仁会記念病院)	

理事　清水　拓哉　(釧路孝仁会記念病院)	

理事　松平　英樹　(釧路労災病院)	

理事　高下　国男　(釧路中央病院)	

理事　野村　直樹　(釧路三慈会病院)	 理事　小川　亜理沙　(釧路赤十字病院)	

理事　藤元　晋　(市立釧路総合病院)	

監事　相山　幸紀　(釧路赤十字病院)	

監事　渡邊　浩幸　(市立釧路総合病院)	

理事　千葉　覚貴　(知床らうす診療所)	

　この度、釧根地区放射線技師会理事に任命さ
れました釧路三慈会病院　野村です。会員の皆
様のご意見を積極的に取り入れ、釧根地区放射
線技師会の発展に微力ながらお力添え致したく
思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお
願いいたします。	

　今期から理事となりました、釧路孝仁会記念病院
の清水です。釧根理事の仕事は初めての経験で、
右も左もわからない私ですが少しでも皆様の力にな
れるよう頑張っていきたいと思います。宜しくお願い
します。	

　釧根地区放射線技師会が一致団結して地域医療
を一歩前進させるために、勉強会、納涼会、新年交
礼会等ありますが、加えて情報交換の場として、座
談会のような形で定期的に行ってみてはどうかと考
える次第であります。　	

　今年度で監事9年目になる、事務局内最高齢者で
す。理事が若返り、新しいアィデアで技師会を盛り
立てられるよう監事の立場で、老害に注意しつつ微
力ながら貢献してゆきたいと思います。	

　釧路赤十字病院の小川亜理沙です。今年度より
初めて理事となりました。至らない点が多いと思い
ますが、会長の丹代さんや理事の方々に助けてい
ただきながら釧根地区放射線技師会を盛り上げて
いきたいと思います。	

　会計理事の青柳です。理事となり二期目となりま
す。釧根地区放射線技師会の運営が円滑に進みま
すよう微力ではありますが努力してまいります。どう
ぞよろしくお願い致します。	

　釧根地区放射線技師会の理事になり、4期目を迎
え、会員の方々と医療情報の共有や親睦を深め、
病院間の繋がりを大事にしたいと考えておりますの
で、宜しくお願いします。	

　今回監事役を仰せつかる事になりました、市立病
院の渡邊です。久しぶりの技師会でのお役目で
少々戸惑っておりますが、丹代会長はじめ執行部
の皆さんの協力を得ながら少しでも会のお役に立
てればと思っております。会員の皆さん宜しくお願
い致します。	

　この度、釧根地区放射線技師会副会長に引き続
き再任されました大西です。 引き続き釧根地区技
師会運営に関らせて頂けることに感謝いたします。
日々誠実に会の運営に励むつもりでございますの
で どうかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。	

　理事2年目になりました、市立釧路の藤元です。今
年もセミナーや交流会など、様々な行事に皆様が
参加頂けますよう、微力ながらも頑張りますのでご
協力宜しくお願いします。	

　広報理事として二期目となり、遠方からとなります
が、微力ながらHPや放技通信を通して釧根地区放
射線技師会の発展に貢献できればと考えておりま
す。皆様どうぞ宜しくお願いします。	



施設紹介

みなさんこんにちは！今回は日本赤十字社　釧路
赤十字病院についてお話します。	

　当院は、『わたしたちは人道・博愛の赤十字精神

をたずさえて、温かみのあるより良い医療を提供し

ます』という理念のもと日々業務を行っています。	

　現在は病床数489床、診療科12科でエイズ診療

拠点病院、総合周産期母子医療センター、小児救

急医療拠点病院、臨床研修病院などの指定を受
け、北海道釧路根室地域の基幹病院としての役割

を果たしています。	

　放射線科部は現在、工藤技師長を筆頭に15名

の診療放射線技師と1名の助手が在籍しています。

業務の内容は、一般撮影、マンモグラフィ、CT、

MRI、X線TV、核医学、エコー、骨密度、DSAです。

当院は放射線科医が不在の為、町立中標津病院
の丁子先生や、労災病院の梶山先生にIVRを依頼

しています。	

　今後も患者さんに最良の医療を提供するため、

地域の皆様と連携して道東の医療の発展に貢献

していきたいと思います。	

	
	

	

	

	

	  

菱沼太陽（釧路孝仁会記念病院）	

浮田峻志（釧路孝仁会記念病院）	

前田拓夢（釧路労災病院）	

高藤浩一（野村内科クリニック）	

　　　	

順不同・敬称略　(平成30年6月現在）	

新入会員
どうぞよろしくお願いいたします。	

後の予定

釧根地区放射線技師会納涼会	
　日程：平成30年8月25日(土)	
　場所：パレスボウル	
	

第45回　画像診断セミナー in 別海	
　日程：平成30年9月29日(土)	
　場所：町立別海病院	
	

くしろ健康まつり 2018	
　日程：平成30年10月14日(日)	
　場所：国際交流センター	
	

釧根地区放射線技師会地域学術大会	
　日程：平成30年10月27日(土)	
　場所：アクア・ベール	
	

新年交礼会	
　日程：平成31年1月	
　場所：未定	

Senkon	  	  Radiologic	  Technologists	  Organiza1on	

小川　亜理沙　(釧路赤十字病院)	



編集後記	
　事務局も新体制になり、私も気持ちを新たにして2期目も務めて参りたいと思いますので、どうぞ御協力の程宜

しくお願いいたします。これからも施設間の繋がりを大切にしていきたいと考えており、8月には納涼会も予定して

おります。是非皆様に参加して頂き、他施設との交流や情報交換の場になれば幸いです。　　　　　　　　　	

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集 : 広報担当　知床らうす国保診療所　千葉　覚貴	

振込先：郵便	

　口座番号：02740-9-12635	

　加入者名：釧根地区放射線技師会	

	

	

　	

連絡先：会計担当　青柳伸悟	

釧路孝仁会記念病院　0154-39-1222  	

会務の円滑な業務遂行のため、会費(年額　3,000円)の納入
をお願い致します。	
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会員各位	

　会員の皆様におかれましては平素より釧根地区放射線技師会の活動にご理解 とご協力をいただ

き、心より感謝申し上げます。	

　さて、件名にもあります通り理事会では互助規定の改定について検討しております。釧根地区放射

線技師会互助規程に則り会員の皆様より納入頂いた年会費3,000円の内500円互助会費として互助

会計収入に充てるとされております。しかしながら例年互助費の支出は僅かであり収入過多となって

おります。一方で、会の運営に必要な一般会計では予算の関係上イベント運営に制約があるという

現状であります。そこで現在500円と固定されている互助会費を、会計年度毎に理事会で金額を決定

できるように互助規程の改定を行いたいと考えております。	

　つきましては来年度初頭に開催予定の平成31年度総会で議案提起させて頂き、会員の皆様のご

理解を得たうえで互助規程の改定を行いたいと考えています。何卒諸事情をご賢察の上、ご理解を

賜りますようお願い申し上げます。ご質問、ご意見などがございましたら、事務局に御連絡ください。	

敬具	

互助規定の改定についてのお願い

釧根地区放射線技師会会員は互助規定に基づき慶弔見舞金を受け取ることができます。
会員本人または所属施設の方の申請が必要です。	
詳細は釧根地区放射線技師会ホームページでご確認ください。	

 	
連絡先：会計担当　青柳伸悟	

　　  釧路孝仁会記念病院　0154-39-1222	

慶弔慰金給付申請について


