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会長挨拶

星が浦病院　丹代 正志	
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釧路孝仁会記念病院　大西 拓也	

新年あけましておめで

とうございます。	
　会員の皆様、2020年を健
やかに迎えましたこと謹ん
でお慶び申し上げます。	

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　昨年はラグビーワールド
カップがアジアで初の日本で開催され一大ブームとなり、
それは現在も続いています。「ONE	  TEAM」という言葉が
流行し、テレビや雑誌などマスコミにも選手が引っ張り
だこ状態ですが、開催前の注目度は高くありませんで	  
した。しかし、本物の迫力や献身的なプレーを間近で見
ているうちに多くの、本当に多くの人が興味を持つよう
になったのは、いちラグビーファンとしては嬉しい限りで
す。「one	  for	  all、all	  for	  one」というフレーズはとても有
名で「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのため
に」はラグビーを表すのに最も適した言葉ですが、少し
違った解釈もあるようです。「ひとりはみんなのために、
みんなはひとつのために」とも言えると聞いたことがあ
ります。この「ひとつ」とは目標のことであり、ラグビーの
試合でいえばその目標は勝利です。チーム一人ひとり
が勝利のために努力するのだと解釈すると、また違っ
たものが見えてくるような気がします。職場にはわれわ
れ診療放射線技師以外に多くの職種があり、みんなが
力を合わせて組織が運営されていることを考えますと　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「one	  for	  all、all	  for	  one」の精神はどのような環境でも旗
印になると思いますので、改めて自分の周りにも広め
ていきたい言葉です。	  
　そんなラグビーワールドカップの開催中の10月には
台風による大規模な被害が発生し多くの犠牲者が出ま
した。釧路市は釧路湿原の効果により洪水が起きにく
い場所ではありますが、災害に対する準備は大切だと
思い知らされました。毎年のように大きな自然災害が
発生していますが、台風だけではなく地震の脅威が身
近な我々は、家庭や職場での備えを万全にしたいもの
です。という私は明らかに準備不足ですが・・・。備えあ
れば患いなし！	
　さて、今年は東京オリンピックが開催されます。夏は
オリンピック一色になりそうですが、アスリートのがんば
りに負けずに、当会執行部も会運営に全力で取り組む
所存です。皆様のご協力を賜りながらパワーアップした
いと思っております。	  
　去年の今頃はまだ平成でしたが、すっかり新元号の
令和にも慣れました。一年を通してどうか健やかに過ご
されますよう会員の皆様のご多幸そしてご活躍を祈念
し、新年のご挨拶といたします。本年も、どうぞよろしく
お願い申し上げます。	  

2019年度　全道支部代表者会議および新年交礼会	

　2020年1月11日土曜日に札幌ライフォートホテルで開催された2019年度全道支部代表者会議および新年交礼会に
出席いたしましたので報告いたします。	
　先ず会議で報告された新規事業と変更、釧根支部より上げた要望について報告します。道技師会執行部からの報
告では「統一講習会」は各支部での開催は2019年度を以て終了、「道技師会教育委員会」で各部位ごとにワーキング
グループを部会として発足させる（①頭頚部部会、②骨関節部会）、「災害対策関連」の体制整備を行う等の報告が
ありました。　釧根支部よりの要望は「実践型医療被ばく相談」の釧根支部での開催の要望と、「レントゲン週間関連
事業」として「くしろ健康まつり」への補助金の要望を上げました。「実践型医療被ばく相談」開催については釧根支部、
オホーツク支部、十勝支部より支部での開催希望が出されたため個別開催が困難な場合は3支部合同開催も考慮し
て検討すると道技師会執行部より発言がありました。	
　その後行われた新年交礼会は来賓あいさつ 乾杯 招待団体紹介 各支部紹介が行われ、丹代会長が支部紹介で
昨年に引き続き「なぞかけ」を行って場を盛上げ、盛況のうちに終了しました。	

日付：令和2年1月11日（土）	

会場：札幌ライフォートホテル	



事業報告
令和元年度　釧根地区放射線技師会納涼会

業務拡大に伴う統一講習会

日付：令和元年9月22日(日)〜23日(月祝)	

会場：釧路孝仁会記念病院　	

　診療放射線技師法が改正され、造影剤注入後の針の抜針・止血や下部消化管検査のカテーテル挿入、画

像誘導放射線治療（IGRT）時の腸管ガス吸引のためのチューブ挿入が行えるようになりました。	

　講習会は２日間に亘り実施され、講義のDVD・実技・最終試験という流れで講習が行われ、1日目は主に抜

針関係の講義・実技であり、診療放射線技師の責任及び業務範囲を理解し、感染管理及び医療安全に配慮

して造影剤の投与など適切に検査に伴う行為が出来る能力を身につけるという目標で取り組みました。	

　造影剤を使用するということで、危険因子を認識しアナフィラキシーなどの重篤な合併症の発生時に適切に

対応するため、BLSなどの再確認をすることが出来ました。抜針の実技では普段はよく見る光景でしたが、実際

に行うと動きはたどたどしく、説明は所々抜けてしまうなど見ることと行うことの違いを感じました。	

　2日目は下部消化管のカテーテル挿入の講義・実技であり、カテーテルの挿入方法はもちろんですが穿孔や

異所挿入の危険性、多大な羞恥心を伴うことを理解し、安心で安全な検査を心がけようと改めて思いました。	

　当院ではまだ業務拡大に伴う行為を行うかはわかりませんが、業務が拡大されて行えることが増えるという

ことは責任も増えるということであり、これからはより一層責任を自覚し、思いやりのある医療を心がけていこう

と思います。	
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釧路赤十字病院　原田 祥吾	
	

釧路孝仁会記念病院　村上 拓巳　	

　釧路孝仁会記念病院の村上拓巳です。令和

元年8月23日に行われた釧根地区放射線技師

会納涼会に初めて参加させて頂きました。普段

他施設と交流することが少ないので、このよう

な施設間交流は、非常に貴重な機会だと思い

ました。	  

　一次会ではボウリング大会が行われ、皆さん

お互いに応援しながら楽しくストライクを目指し

てボールを投げていました。私事では有ります

が二部優勝させて頂き、とても楽しめました。	  

　二次会では日米にてお酒の勢いもあって、他

施設の方々と交流を深めることが出来ました。

貴重な時間を過ごすことが出来、主催の方々

に感謝いたします。ありがとうございました。	

日付：令和元年8月23日（金）	

会場：パレスボウル～居酒屋日米	



Senkon	  	  Radiologic	  Technologists	  Organiza1on	

釧路中央病院　川越 誠　	

　去る11月16日、釧路市栄町アクアベールにて、令和に

入って最初の釧根地区放射線技師会地域学術大会が

行われました。	

　会員研究発表では、X線防護衣の管理など日常業務と

密接する内容から、線量測定など基礎的な内容、更に

は再生医療など先端医療に関わる内容までバラエ

ティーに富んでおり、興味深く拝聴させていただきました。

発表内容を今後の業務に活かしていきたいと思います。	

 特別講演、教育講演は「災害に強くしなやかな地域社

会を目指して」「釧路市の救急体制における現状と課題」

「地域で支える認知症支援」の題目で、それぞれ釧路市

役所、釧路市消防本部、星が浦病院認知症疾患医療セ

ンターの方を講師にお招きして、貴重なお話をいただき

ました。いずれのテーマも、大事なことは「他人任せにす

ること」ではなく「当事者意識を持って連携」していくこと

であると感じました。一市民として「地域が抱える問題」

に対して、どのようなスタンスで考えて行動すべきかを考

えるよいきっかけになったと思います。	

　また、情報交換会では、料理とお酒を楽しみながら、新

入会員の紹介、普段お世話になっている業者さんの紹

介、じゃんけん大会、記念撮影が行われ、最後は近藤副

会長の一本締めで締めくくられました。普段なかなかお

会いすることのできない他施設の会員や業者の方々と

交流することができ、非常に楽しい時を過ごすことができ

ました。	

　最後になりますが、研究発表をされた会員の皆様、特

別講演、教育講演の講師の皆様、そして今回の大会の

開催にあたって準備に携わってくださった技師会役員の

皆様に、感謝の意を申し上げて、この稿を締めくくらせて

いただきます。	

令和元年度　釧根地区放射線技師会地域学術大会及び情報交換会

日付：令和元年11月16日(土)	

会場：アクア・ベール	

特別講演1：『災害に強くしなやかな地域社会を目指して』 	

　　　講師：釧路市役所　総合政策部　都市経営課　企画担当　主査　吉田 尭　様	

特別講演2：『釧路市の救急体制における現状と課題』 	

　　　講師：釧路市消防本部　警防課　救急企画主幹　救急救命士　能祖 公二　様	

教育講演：『地域で支える認知症支援』 	

　　　講師：社会医療法人孝仁会　星が浦病院　認知症疾患医療センター　医療相談室　係長　望月 千恵　様 	



令和元年度　くしろ健康まつり
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第48回画像診断セミナー

　令和元年10月16日に市立釧路総合病院講堂にて「第48回画像診断セミナー」が開催されました。キヤノンメディカ

ルシステムズ井上様をお招きし、『キヤノン最新CTへのAI技術の活用』についてご講演頂きました。	

　最新機種としてAquilion Precisionの紹介があり、その特徴はなんといっても超高精細ということです。検出器は従

来の0.5mm・896chから1/4サイズにあたる0.25mm・1792chまで小さくなり、解像度は0.15mmまで進化しました。また、

320列のArea Detector CTとして世界で活躍しているAquilion ONEも新しくGENESIS Editionとして紹介されました。

Precision とONEのGENESIS Editionには、昨今のHOTワードであるAIを用いた再構成技術が搭載されており、会場

の注目を浴びていました。キヤノン(敬称略)のAI技術はAiCE(Advanced intelligent Clear-IQ Engine)と名付けられて

おり、深層学習には畳み込みニューラルネットワークが用いられています。ここにさらにキヤノン独自の

FIRST(Forward projected model-baced iterative Reconstruction SoluTion)のモデルを組み込むことで計算量を削減

し、画像再構成の高速化につながっているようです。専門用語も多く、CTに疎い私ですが、AiCEには非常に興味を

惹かれました。今後もCTに限らず、AI技術を用いた最新情報に着目していきたいと思います。	

　　日付：令和元年10月6日(日)	

　　会場：釧路市観光国際交流センター	

	

　くしろ健康まつりは毎年、釧路市主催で市内の医療関

係団体が一同に集まり、市民の皆様の健康に対する関

心を高め、健康についての知識を普及する事を目的とし

た体験型のイベントです。	

　釧根地区放射線技師会は、2009年より「医療被ばく相

談」を主軸として検査に関する質問や放射線に関するア

ンケートを行っています。私達の日常業務は他の医療職

と比べ患者さんと接する時間が少ないです。「医療被ば

く相談」は患者さんと話しをする事で、普段抱いている放

射線に対する不安・疑問等を聞く事が出来る、我々に

とっても患者さんにとっても貴重な機会です。	

　今回初めて参加させていただいたのですが、思ったよ

り若い方々が多く来られて興味を持って下さる事に驚き

ました。原発事故から放射線に対する関心が高まり、検

査で放射線を使うと聞くと不安になる事があるそうで、子

供が検査を受けるとなると、その不安はさらに大きくなる

そうです。そこで診療放射線技師が正しい知識を皆様に

伝え、今後も安心して患者さんに検査を受けてもらえる

ようにしなくてはならないと、改めて勉強する事の大切さ

を感じました。	

市立釧路総合病院　藤元 晋　	

日付：令和元年10月16日(水)	

会場：市立釧路総合病院	

講演：『キヤノン最新CTへのAI技術の活用』 	

　　　講師：キヤノンメディカルシステムズ株式会社　北海道支社　営業推進部　　　井上 学　様	

釧路孝仁会記念病院　松原 広輝	



施設紹介

後の予定
・第49回　画像診断セミナー	
　日付：令和2年2月27日（木）	

　場所：釧路赤十字病院	

	

・令和元年度　第３回理事会	
　日付：令和2年3月	

　場所：未定	
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 町立厚岸病院　豊岡 重年	

　当院は、明治34年に町立厚岸病院

として開設した歴史のある病院です。　　　　	  
診療科は、内科、外科、小児科、整

形外科、脳神経外科からなり、病床

数５５床、介護老人保健施設23床を

併設しています。	  
　現在３名の診療放射線技師が在籍

しており、業務内容は、一般撮影、X
線TV、16列CT、DEXA、眼底検査です。

一般撮影においては、来年度にCRか

らFPDに入れ変わる予定です。	  
　病院の基本理念は、「職員が力を

あわせ、すべての患者さんに対して　

その人格・信条を尊重し、常にやさし

さを持って診療に専心いたします。」	

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。	

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

編集後記	
	

　新年明けましておめでとうございます。いつも放

技通信を読んで頂き、ありがとうございます。施設

紹介コーナーも皆様のご協力により順調に進ん

でおり、本当に感謝致します。このコーナーを通じ

て他施設の事を知るきっかけになれば幸いです。

今後も納涼会や情報交換会などの他施設と交流

する機会を増やしていきたいと思います。釧根地

区もワンチームとなって盛り上げていきましょう。

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。　　　　　	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

今回は町立厚岸病院のご紹介です。	

編集 : 広報担当　	
　　　　　　　　知床らうす国保診療所　千葉 覚貴	

手塚 萌以（釧路孝仁会記念病院）	

千葉 拓貴（釧路孝仁会記念病院）	

岡本 龍征（釧路孝仁会記念病院）	

松原 広輝（釧路孝仁会記念病院）	

四平 康汰（星が浦病院）	

木村 琢海（釧路脳神経外科）	

豊岡 重年（町立厚岸病院）	

三栖 裕子(釧路市医師会健診センター)	

越善 裕美(町立中標津病院)	

鳴川 諒太(太平洋記念みなみ病院)	

	

順不同・敬称略　(令和2年1月現在）	

新入会員
どうぞよろしく	
　お願いいたします。	


