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会長挨拶

星が浦病院　丹代 正志	

去る6月23日に開催

されました釧根地区放

射線技師会定期総会

におきまして、会員の

皆様の信任により会長

再選となりました。3期
目の会長職であり改め

て身が引き締まる思い

です。これから2年間ど

うぞよろしくお願いいた

します。	

　令和2年の年明け早々に中国において新型

コロナウイルスのアウトブレイクが発生し、瞬く

間に日本そして世界中で広がった感染拡大は

まだまだ収束とは言えない状況であり、地域

によっては患者数が増え続けています。釧根

地区の現状は比較的落ち着いているようです

が、医療機関に勤める我々としては気が抜け

ない毎日が続いています。新型コロナウイル

スの影響を受けまして全国で大小のイベント

が中止または延期になっておりますが、日本

診療放射線技師会・北海道放射線技師会に

おいても同様に対応しているところです。5月
に開催された北海道放射線技師会定期総会

は、オンラインで札幌会場と道内の各支部を

結びweb上での開催となりました。釧根地区放

射線技師会も影響を受けておりまして、2月に

予定していた画像診断セミナーを中止せざる

をえず、定期総会は日程を変更ののち開催と

いうことになりました。皆様にお送りしました総

会資料で年間活動計画を立案しておりました

が、今年度につきましては事業の遂行が困難

なケースが多く発生することが予想されます。

時勢を見守りながら総合的な判断のもと、安

全にイベントが開催できると判断した場合は、

できる限り計画に沿った内容で事業を進めて

いきたいと考えておりますが、7月6日に行わ

れました理事会におきまして、年内に予定して

いました事業の中止または延期を決定いたし

ました。今後の活動に関しましては世情を鑑

みたうえでの要検討となりますので、何卒ご理

解を賜りますようお願い申し上げます。	

明るい話題が少ない昨今ですが、できる範囲

で日々の楽しみを見つけ、新しい生活様式の

もとで暮らしをエンジョイできるよう気持ちを切

り替えていきたいところです。しばらくは『with	  
コロナ』状態が続くことが予想されますので、

診療放射線技師として日常生活での新型コロ

ナウイルスとの共生を意識する時代に合わせ

た業務を考えることが必要になるのではない

でしょうか。	

　そんな中で発足した釧根地区放射線技師会

の新たな執行部ですが、会員の皆様と共に進

んでいきたいと思っておりますので、今後とも

よろしくお願い申し上げます。	
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　令和2年5月17日（日）に開催された「第76回一般社団法人北海道放射線技師会定期総会」の

内容を概要を抜粋し報告をします。	

　今回の定期総会は新型コロナウィルス感染症の状況を考慮し、札幌会場および各支部に設

けられた各々のサテライト会場をWEBにより中継し報告・決議が行われました。	

　事業報告ではフレッシャーズセミナーと業務拡大に関する統一講習会（旭川開催）が新型コロ

ナウィルス感染症の影響で中止となったとの報告でした。事業計画案では下記の内容で、今後

の状況が予測困難ではあるが柔軟に対応して開催を目指していくと報告されていました。	

	

1.実践型医療被曝相談	

2.支部共催読影セミナー	

3.研修センター有効活用企画[MRI基礎講習、超音波ハンズオン、3D画像作成講座]	

4.フレッシャーズセミナー、フレッシャーズセミナーその後 開催	

5.診療放射線技師養成大学学生への入会促進事業	

6.診療放射線技師基礎技術講座	

7.画像等手術支援認定講習会の開催	

8.学術講演会・総会	

9.北海道地域学術大会	

10.北海道医療技術者団体連絡協議会パネル展	

11.支部代表者会議・新年交礼会	

12.部会企画の開催	

13.全道野球大会	

	

その他の議案報告も円滑に行われ、全ての議案で承認が得られました。	

今回は道総会としては初のWEB開催であり、接続や機材の不具合等の不安要素がありました

が大きなトラブルもなく予想以上に円滑に進めることが出来ていたのではないかと思いました。	

参加報告

　第76回一般社団法人北海道放射線技師会定期総会

釧路孝仁会記念病院　大西 拓也	



事業報告
令和2年度釧根地区放射線技師会定期総会報告
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釧路孝仁会記念病院　青柳 伸悟	

後の予定
〇第2回　釧根地区放射線技師会理事会	

 日程：令和2年10月	

	

〇北海道放射線技師会支部代表者会議

・新年交礼会	
日程：未定	

〇釧根地区放射線技師会新年交礼会	
日程：令和3年1月	

　去る6月23日、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言により延期となっておりました令

和２年度釧根地区放射線技師会定期総会が生涯学習センターまなぼっと幣舞において開催され

ました。	

　資格審査委員により総会成立が確認され、各議案が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：令和元年度一般経過報告 	

議案２号：令和元年度 一般会計、互助会計および特別会計決算報告 	

令和元年度 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：令和元年度監査報告 	

議案４号：令和２年度事業計画案 	

議案５号：令和２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）が会長再任となりました。また、今年度の釧根地区放射線技師会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） 	      松平 英樹（釧路労災病院）	

監事    : 渡邊 浩幸（市立釧路総合病院） 	      熊谷 敬広（釧路赤十字病院）	

理事    ： 高下 国男（釧路中央病院） 	      三栖 裕子（医師会健診センター）	

　　　　　  青柳 伸悟（釧路孝仁会記念病院）     千葉 覚貴(知床らうす国民健康保険診療所)	

　　　　　  川崎 克三（釧路労災病院）　　　　　    小川 亜理沙（釧路赤十字病院）	

　　　　　  加城 雄平（市立釧路総合病院） 	 	
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施設紹介

釧路中央病院　高下 国男	

　前回（vol.42）の施設紹介にて約束していた通り、新築

移転後の紹介をさせていただきます。令和元年10月に黒

金町から現在の幸町に移転し、診療をスタートしました。	

診療科として当院で掲げているのは、内科・消化器科・

泌尿器科・リハビリテーション科となります。その他、人工

透析、訪問診療、健康診断、人間ドック、介護保険サー

ビスとして、通所リハ、訪問リハを行っており、病床数は

147床です。	

　放射線科として入れ替えたモダリティといえば、CTが4

列から16列になり、被曝線量管理システムを導入、一般

撮影室の機器一式を一新。そして、新規導入となった、

マンモグラフィです。新規事業に加えコロナの影響もあり、

思うようにマンモ検査は進んでいませんが、今後の展開

に期待したいところです。	

　新築に際し、放射線科の与えられたスペースの中で、

設計の段階から携わって参りましたが、本来希望してい

た技師室の確保を削り、撮影室の大幅な拡張や、壁紙、

床の色にまで口を出させていただきました。結果、病院

全体の木目調で温かみのあるコンセプトから逸脱し、機

器類との一体感を図ったブルー主体で個人的には満足

できる仕上がりとなりました。前回の紹介では白黒の画

像でしたが、今回はカラーでお伝えできることを嬉しく思

います。	

　 後に当院理念を紹介します。「私達は地域の皆様の

安心・信頼・満足を目指し、より良い医療サービス実践の

ため日々研鑽します」　一日も早いコロナの終息を願い、

落ち着いた暁には、一度見学に来ていただけたらと思い

ます。この難関を 前線で戦う医療従事者として共々に

乗り越えて参りましょう。	

	

今回は釧路中央病院のご紹介です。	
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令和2年度　釧根地区放射線技師会の新役員より抱負　 	

　今年度の釧根放射線技師会の新役員より一言ずつ抱負を頂きましたのでご紹介致します。	  
新体制で釧根地区放射線技師会の発展と交流を深めていきたいと思いますのでご協力の程、

宜しくお願いします。 	

　この度、釧根地区放射線技師会の理事になりました市立釧路総合病院の加城雄平です。理事
の仕事は初めてであり、分からないことが多く、ご迷惑をかける点もあると思います。少しでも早
く慣れていき、地域学術大会やセミナーなど釧根地区技師会を盛り上げていけたらと思っていま

す。また交流会では他施設の方との交流を深め、同じ技師としての話だけでなく、様々な部分で
皆さんと接し、多くの事をこの時間で学んでいきたいと思います。皆様どうか宜しくお願いします。	

　この度、新しく監事になりました釧路赤十字病院 熊谷です。以前の理事としての経験を踏まえ
少しでも釧根地区技師会活動にお役に立つことが出来ればと思っております。	  
　本年度は、新型コロナウィルスの影響で色々な事業を縮小せざるをえません。しかし一部では

webによる各種の講演も増えるなど地方の会員にとっては参加しやすい状況にもなっていると思
います。このような機会を有効に活かせるような活動も充実できたらと考えています。これからも、 

よろしくお願い致します。	

副会長　松平 英樹　(釧路労災病院)	

監事　熊谷 敬広　(釧路赤十字病院)	

理事　加城 雄平　(市立釧路総合病院)	

理事　川崎 克三　(釧路労災病院)	

理事　三栖	  裕子　(医師会健診センター)	

　先日行われました、定期総会において丹代会長より、選任していただき５期目に副会長を務め
させていただくこととなりました。釧根地区放射線技師会の運営に携わる事ができ会員の皆様に
感謝いたします。今年度の事業はコロナ禍によってほとんどが中止となることが理事会で決まり

ましたが、事業再開となりましたら皆様が参加したいと思うセミナー、交流会などを企画し、技師
会を盛り上げて行きたいと思いますのでご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。	

　この度、釧根地区放射線技師会の理事を務めさせていただくことになりました釧路労災病院の
川崎です。今年は新型コロナウイルスの影響でなかなか集まれる機会も少なく、理事としての仕
事がなかなかできない状況ではありますが、微力ながら釧根地区放射線技師会の発展に貢献し

ていきたいと思っております。また、他施設の皆様とも交流を深めていけるように様々な催しにも
積極的に参加したいとも思っております。会員の皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。	

　医師会健診センターの三栖です。この度、初めて理事になりました。高校２年生と５歳の子供
がいるママ技師です。10年前に夫の転勤で釧路に来てました。釧路が大好きで、そのまま根付
いております。以前は、製鉄記念室蘭病院(旧‥新日鉄室蘭総合病院)に勤務していて、室蘭支

部に所属しておりました。入会したばかりで分からない事も多いにも関わらず、理事の職まで頂
き、皆様にはご迷惑をお掛けする事とは思いますが、ご指導の程お願い致します。ママ技師の

立場で何か貢献する事ができたらと思っております。どうぞ宜しくお願いします。	



　新年度が始まりましたが、新型コロナウイルスの影響により、日常生活が一変してしまいま

した。現在のところ、羅臼町から感染者は出ておりませんが、私も医療職に身を置く立場とし

て、もうしばらく注意していこうと思います。	

　しかし、世間は自粛ムードではありますが、家にステイホームばかりだとストレスが溜まって

しまうので、一人で山菜採りに出かけたりします。今はウドやフキが美味しく、これからはワラ

ビも旬を迎えると思います。なかなか厳しい状況ですが、これを機に自分なりの楽しみを見つ

けてみてはいかがでしょうか。	

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

　新型コロナウイルスの影響で今年度の事業遂行が困難な状況であり、7月6日に開催しま

した理事会におきまして、釧根地区放射線技師会の今年度の年会費を徴収しないことと決

定いたしました。世情を鑑みまして事業の開催可能と判断した場合は都度ご案内いたしま

すので、会員諸氏のご理解の程よろしくお願いいたします。	

行事開催と会費の納入に関するご報告	
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編集後記

　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

　釧根地区放射線技師会では、各種文書をメールにて配布しておりますが、今後も各ご連

絡をメールで案内していきたいと考えておりますので、ご理解・ご協力頂ける会員の方は、

施設名と氏名を下記アドレス宛にメールして頂きますよう宜しくお願いいたします。	

星が浦病院　丹代 正志 ( hoshi-rt@kojinkai.or.jp )	

メーリングリスト作成のご協力のお願い	


