①平成 28 年度事業報告

第 1 号議案

１．会員の動向（平成 29 年 3 月 31 日現在）
新入会員

3名
氏
名
重光 翠 （ｼｹﾞﾐﾂ ﾐﾄﾞﾘ）
武内 佑磨（ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ）
大黒 和輝（ﾀﾞｲｺｸ ｶｽﾞｷ）

勤 務 先
高知県立幡多けんみん病院
高知大学医学部附属病院
高知大学医学部附属病院

会員異動
転 入
1名
濱田 博（ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ）

田野病院

転 出
１名
濱田 博（ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ）

田野病院

現在会員数
正 会 員
（名誉会員

２．表

216 名

賛助会員(団体)

9社

2 名含む）

彰

高知県診療放射線技師会25年勤続表彰
渕上 伸一

高知県立幡多けんみん病院

板山 和幸

木俵病院

松澤 秀臣

高知県立あき総合病院

西村 賢二

高知医療センター

山岡 将人

香長中央病院

川田 信悦

北村病院

池 三二雄

三愛病院

弘松 馨

ネオリゾートちひろ病院

山川 尚一

井上病院

今城 健吾

高知医療センター

学術奨励賞

３．会
【総

議
会】

平成28年6月5日（総合あんしんセンター
【理事会】
① 平成28年 5月 7日
② 平成28年 6月 5日
③ 平成28年 9月24日
④ 平成28年11月26日
⑤ 平成29年 3月11日

大会議室）

（本会事務所 会議室） 16名（事業報告書・決算報告書の承認）
（本会事務所 会議室） 18名（事業計画・地区活動の確認）
（本会事務所 会議室） 12名（執行部体制の検討）
（本会義務所 会議室） 11名（来年度事業計画の検討）
（本会事務所 会議室） 18名（予算書・事業計画の承認）

【常務理事会】
① 平成28年 4月 5日（本会事務所
② 平成28年 5月10日（本会事務所
③ 平成28年 6月 7日（本会事務所
④ 平成28年 7月 5日（本会事務所
⑤ 平成28年 8月 2日（本会事務所
⑥ 平成28年 9月 6日（本会事務所
⑦ 平成28年10月 4日（本会事務所
⑧ 平成28年11月 1日（本会事務所
⑨ 平成28年12月 6日（本会事務所
⑩ 平成29年 1月10日（本会事務所
⑪
所 会議室）
⑫ 平成29年 3月 7日（本会事務所

会議室）
会議室）
会議室）
会議室）
会議室）
会議室）
会議室）
会議室）
会議室）
会議室）
平成29年 2月 7日（本会事務
会議室）

４．その他、本会の動き
平成28年

4月13日
市民税免税申請
4月18日
RFL第1回実行委委員会（高知県庁）第2回以降省略
4月26日
表彰委員会・期末監査（潮江高橋病院）
5月28日
第1回中四国会長会議・CS9会議（島根）
6月10日
日本診療放射線技師会代議員会議（東京）
6月11日
日本診療放射線技師会定時総会（東京）
6月24日
事業報告書等の提出（電子申請）
8月13-14日 業務拡大に伴う統一講習会（大会議室）
8月21日
CS9第1回実行委員会（岡山）
9月 3日
第2回中四国会長会議（岡山）
9月16-18日 日本診療放射線技師会学術大会（京都）
9月17日
全国会長会議(岐阜)
11月10日
表彰委員会・中間監査（潮江高橋病院）
11月18日
第３回中四国会長会議（島根）
11月7-8日
CSFRT2016（島根）
12月 5日
第1回高知県死因究明等推進協議会（高知会館）
平成29年 1月21日
高知県臨床検査技師会新年会（高知会館）
2月12日
高知県診療放射線技師学術大会(高知医療センター)
3月14日
第2回高知県死因究明等推進協議会（高知会館）
3月14日
次年度事業計画・収支予算書等の提出（電子申請)

５．文書、資料

（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

発信文書
○平成 28 年度理事会開催
高放技 No.1、5、10、16、22
○研修会，講習会関係等
高放技 No．7、11、12、17、19、20
○委員就任、各委員会開催、その他
高放技 No.2、3、4、6、8、9、13、14、15、18、21、23、24
１

【総

括】

公益社団法人移行後、初めての立入検査が行われた。明確な収支記録や事業記録を提出した事
により、難関な指摘事項はあがらなかった。年度事業は早期に計画を立て、6月の定時総会から
翌年3月の技師長会まで予定事業を会員の皆様のご協力により、本年も滞りなく達成できた。
その事業を開催順に概要を記す。
地区会は各地区で独自に企画計画する勉強会や情報交換を兼ねる懇親会、そして、本会の事業
周知と協力を推進する重要な会である。フレッシャーズセミナーは診療放射線技師として大切な
基礎を育てる事業であり本年度は5名の参加であった。本県では初めて開催されたMRI基礎技術講
習の参加者は41名、その内33名は県外からの参加であったが、県内講師陣の充実した内容と意気
込みが伝わった基礎講習会であった。昨年に続いて、業務拡大に伴う統一講習会を開催した。こ
の講習会は、診療放射線技師の医療の質に関わるものなので、後世にもこの職種が誇れるよう平
成32年まで全国で開催予定をしているが、出来る限り本県開催での参加をお願いしている。サー
ベイメータ校正講習事業では18台の線量計が校正された。リレー・フォー・ライフin高知も被ば
く相談をおこなう公益事業として定着し、他施設やチーム医療の一員として交流の場にもなって
きた。高知県診療放射線技師学術大会の参加者は昨年より20名多い63名と盛況であった。本年の
調査事業として、造影剤CTとその他のCT検査における同意書・問診についてのアンケート調査結
果も報告された。
本年の事業や会務も会員の皆様とその会費で診療放射線技師が専門性をもとに社会貢献、チー
ム医療の一員として向上する目的のもと、事業がおこなえた。

【診療放射線技術学の研究ならびに調査に関する事業】公1
高知県診療放射線技師学術大会の一般演題は12演題であった。発表内容は、我々の日常業務に
おける日々の機器管理と最新機器をより良く使いこなすためのテクニック、患者への安全の担保、
また診断情報の提供など、多岐にわたり今後の放射線業務にとって有意義な内容となった。
特別講演は、広島県より日本医用画像情報専門技師会会長の守本京平先生を招き、『DICOMお
よび可搬型媒体の取扱いについて』と題し、DICOM規格の基本から画像データの取扱いに関する
注意点と今後のPACSの展望まで、我々診療放射線技師が日常的に関わっている画像情報管理の分
野について詳しい内容のご講義していただいた。
メーカーセッションでは、CTに関する北米学会の最新トピックスを始め、最新テクノロジーを
紹介していただいた。
また、業務拡大に伴う統一講習会は35名の参加があった。昨年度の参加者21名と合わせると、
まだ56名であり、次年度以降も開催する所存である。
更に、講習会・勉強会を定期的に行い、最新機器の情報収集、および撮影技術の修得に努めた。

２

１．平成28年度高知県診療放射線技師学術大会

参加者 63名

(内非会員4名）

日 時
平成29年 2月12日(日) 10:30～16:40
会 場
高知医療センター 2 階 くろしおホール
機器展示 ポータブル装置、FPD 等
日 程
10:30～10:50
発表者・一般 受付
10:55～11:00
開会の挨拶： 会長 巴 昭彦
11:05～12:05
一般演題1
1. 褥瘡エコー検査のススメ

座長

菊池 真司

四万十町国保大正診療所 大川 剛史
2. Ｘ線単純撮影でわかりにくい微細骨折における超音波検査の有用性
～整形エコーのススメ～
四万十町国保大正診療所 大川 剛史
3. 踵骨CT－MPRにおける再構成断面について
高知医療センター 今城 健吾
4. 頭部 CTA 検査での脈拍と CT 値について
もみのき病院 山中 こず恵
5.当院造影検査における造影チューブの耐圧性能評価
高知医療センター 和田 佳晃
6.造影CTとその他のCT検査における同意書・問診についてのアンケート調査結果
企画常務理事 山中 こず恵
----------------------------------------------------------------------昼休憩
12:10 ～ 12:50
----------------------------------------------------------------------12:55～13:45
メーカーセッション
（司会） 副会長 伊東 賢二
『CTの最新テクノロジーとRSNA（北米学会）の報告』
講師：東芝メディカルシステムズ（株）
13:50～14:50
一般演題2
座長 島﨑 悟
7. Virtual Gridの使用経験(SSDが画質に与える影響)
高知大学医学部附属病院 近藤 裕太
8. 病棟ポータブル撮影におけるVirtual Gridの使用経験
高知大学医学部附属病院 大黒 和輝
9. 長尺FPDの使用経験
高知大学医学部附属病院 武内 佑磨
10. Ｘ線TV装置内蔵の脱着型FPDによる長尺合成画像の拡大率検証報告
近森リハビリテーション病院 髙橋 宏幸
11. 3T-MRI装置導入・1.5TMR装置更新を経験して
もみのき病院 水口 紀代美
12. BPASの画質改善
もみのき病院 土居 伸匡
15:00～16:30
特別講演
（司会） 会長 巴 昭彦
『DICOMおよび可搬型媒体の取扱いについて』
講師：日本医用画像情報専門技師会 会長 守本 京平 先生
16:35～16:40

閉会の挨拶：

副会長

高橋 宏幸
３

２．業務拡大に伴う統一講習会の開催

参加者35名

(内非会員4名)

日 程
平成28年 8月13日（土）、14日（日）
会 場
総合あんしんセンター 3階 大会議室
プログラム
1日目 08：30～08：50
受付
08：50～09：00
10
開講式・オリエンテーション
09：00～09：50
50
講義（DVD放映）静脈注射関係
09：50～10：40
50
講義（DVD放映）静脈注射関係
10：40～10：50
10
休憩
10：50～11：40
50
講義（DVD放映）静脈注射関係
11：40～11：50
10
休憩（準備）
11：50～12：40
50
※実習・演習 静脈注射
12：40～13：30
30
昼休憩
13：30～14：20
50
講義（DVD放映）法改正
14：20～15：10
50
講義（DVD放映）IGRT
15：10～15：20
10
休憩
15：20～16：10
50
講義（DVD放映）IGRT
16：10～17：00
50
講義（DVD放映）IGRT
2日目
08：50～09：00
10
オリエンテーション
09：00～09：50
50
講義（DVD放映）下部消化管
09：50～10：40
50
講義（DVD放映）下部消化管
10：40～10：50
10
休憩
10：50～11：40
50
講義（DVD放映）下部消化管
11：40～12：30
50
講義（DVD放映）下部消化管
12：30～13：20
50
昼休憩
13：20～14：10
50
※実習・演習 下部消化管
14：10～14：20
10
休憩
14：20～15：10
50
※実習・演習 IGRT
15：10～15：20
10
休憩
15：20～16：20
60
※実習・演習 BLS
16：20～16：30
10
休憩
16：30～17：20
50
確認試験
17：20～17：30
10
解答用紙回収、確認作業
17：30～17：40
10
閉講式

３．MRI基礎技術講習会

参加者：41名 （内非会員33名：県外）
平成28年 7月31日（日）8:50～17:20
高知市総合あんしんセンター３階 中会議室

日 時
会 場
プログラム
08:50～09:00
09:00～09:45
09:45〜10:30
10:40〜12:10
12:10～13:00
13:00〜14:30
14:40〜15:25
15:25〜16:10
16:30～17:00
17:00～17:20

開講式・オリエンテーション
MR 装置
講師：三浦 功平（GEヘルスケアジャパン）
基礎原理
講師：三好 裕司（高知赤十字病院）
パルスシーケンスと画像コントラスト
講師：福永 健哉（町田整形外科）
昼食
アーチファクト・脂肪抑 制・造影剤
講師：森尾 一夫（高知大学医学部附属病院 ）
画像評価・性能評価
講師：島崎 悟（近森病院）
安全管理
講師：廣瀬 泰久（高知医療センター）
確認テスト
閉講式
４

４．第2回講習会
日
会
演
講

時
場
題
師

参加者8名
平成28年10月29日（土）15:00～17:00
高知市総合あんしんセンター3階 中会議室
「AeroDRと画像処理技術」（胸部画像処理技術）
弦桐 聡 先生（コニカミノルタジャパン(株)中四国支店営業推進グループ）

５．第3回講習会
日
会
演
講
演
講

時
場
題
師
題
師

参加者6名 (内非会員2名）
平成28年12月10日（土）15:00～17:00
高知市総合あんしんセンター3階 中会議室
『最新の放射線治療装置ご紹介』
北山 孝一 先生 (東芝メディカルシステムズ株式会社)
『放射性医薬品・骨転移疼痛緩和剤 メタストロン注 について』
吉田 正幸 先生 (日本メジフィジックス株式会社)

６．西南部地区画像研究会
日

時

参加者13名
平成28年12月 3日（土）15:00～17:00

会

場

幡多けんみん病院 3階会議室

演
司

題
会

「Q&A 形式の画像検討会」
岡林 史朗（西南部地区理事）

７．第４回講習会
日
会
演
講
演
講

時
場
題
師
題
師

参加者18名
平成29年 1月28日（土）15:00～17:00
高知赤十字病院 1階 第1会議室
『シ―メンス社 MRI最新トピックス』
諸井 貴 先生
『PiranhaX線アナライザを用いたX線診断装置QAのご紹介』
由井 和茂 先生（アクロバイオ株式会社）

８．東部地区勉強会
日
会
演
講

時
場
題
師

参加者14名
平成29年 3月 4日（土）14:00～16:00
高知大学医学部附属病院 1階 放射線部
『最新FPDシステムを導入して』
下竹 敏照 先生（富士フィルムメディカル株式会社）

【放射線の安全管理及び放射線障害防止に関する事業】公2
放射線の安全管理と放射線障害防止に関する事業として、本会及び県下各施設保有のサー
ベイメータの校正に関する講習会を実施した。また、県下各施設の依頼による法定の漏洩線
量測定、高知県消防学校での放射線防護の講義、リレー・フォー・ライフでの医療被ばくに
関する相談を行った。

１．第1回講習会
日 時
会 場
校正費
演 題
講 師

[サーベイメータ校正]
参加者18名 (10施設18台，内非会員5名）
平成28年 9月10日(日) 15：00～17:00
高知市総合あんしんセンター2階 本会会議室
10,000円／1台 （会員以外の持込は20,000円／1台）
137
Ｃｓ標準線源を用いたサーベイメータ確認校正講習会
金川 政史、白石 雅鉱 先生（住重試験検査株式会社）

２．漏洩線量測定
①平成28年 6月

香美市立大栃診療所
５

②平成28年12月

香美市立大栃診療所

３．消防学校講師派遣
日 時
派遣先
講義内容

平成28年 6月22日（水）
高知県消防学校（高知県吾川郡いの町大内2030）
「RI災害」について

４．医療被ばく相談コーナー設置

参加者30名
○本会のホームページ上で、被ばく相談コーナーを常設している。
○平成28年10月8日（土）9日（日）リレー・フォー・ライフ会場で相談コーナーを設置した。
被ばく相談者 10件、スタンプラリー訪問者 34名

【診療放射線技師の職業倫理の高揚に関する事業】公3
新人教育としてフレッシャーズセミナーを開催した。チーム医療の一員としてのマナーや
医療安全・感染対策・気管支解剖等を習得する医療人としての基礎を築くためのセミナーである。
また、本年度の技師長会のテーマは「災害」とし、高知県の災害拠点病院である高知医療
センターの宮川和之放射線技術部部長より「放射線部門の災害訓練」について講演が行われた。
手本となる連絡手段、災害時の撮影方法、マニュアル作りなど大変参考となる内容であった。

１．フレッシャーズセミナー

参加者5名
日 時 平成28年 7月24日（日）10:00～16:50
会 場 高知市総合あんしんセンター2階 本会会議室
[プログラム]
昼 食
10:00～10:10
開会式
13:20～14:20
10:10～10:40
入会案内
14:30～15:30
10:40～11:10
マナー・エチケット
15:40～16:40
11:20～11:50
医療コミュニケーション
16:40～16:50
11:50～12:20
被ばく低減

２．技師長会
日
会
演
講

時
場
題
師

感染対策
気管支解剖
医療安全
閉会式

参加者22名 (内非会員1名）
平成29年 3月11日（土）16:00～17:30
高知市総合あんしんセンター2階 本会会議室
放射線技術部門の災害訓練
宮川 和之 先生（高知医療センター放射線技術部 部長）

【会員の福利及び相互扶助に関する事業】
会員の相互扶助に関する事業として、診療放射線技師としての永年勤続者、本会の発展に
多大な貢献がある者を表彰した。また、求人求職の対応としては本会ホームページに『求人
情報』を常設し情報公開を行った。

１．表彰委員会
委

員
第1回

高橋 正實、岡林 正光、楠瀬 正哲、清水 雅明
平成28年 4月26日（火） 潮江高橋病院

第2回

平成28年11月10日（木）

潮江高橋病院

２．求人求職の対応
ホームページに掲載した。(平成28年度新規掲載分

2件)

３．レクリエーション
平成29年 1月29日（日）

ソフトボール大会 (東部地区) 15名
６

【その他本会の目的達成に必要な事業】
本会の目的達成に必要な事業として、年5回の理事会を開催した。
また、本会の事業を具体的に執行することを目的に常務理事会を開催した。更に、事業の
周知と各地区の活動を円滑に実施するため各地区会を開催した。
本会の事業の広報と情報発信のため技師会だよりを毎月発行した。
その他、本会ホームページの充実を図り、放射線に関するイベントに参加し、関連団体の
会議に出席し連携強化を諮り、放射線技術学の発展のため各種研究会の後援を行った。

１．放射線高知
○平成27年度号を発行した

２．技師会だより
○ 毎月発行した
○ 地区活動の報告を掲載した
○ 理事会の議事録を掲載した
○ 企画・学術教育・地区活動等、各部よりの文書を掲載した
○ 会員からの投稿を掲載した
○ 配布方法は、Eメール配信、配達、郵送の3種類とした
○ 会紙の内容を高放技ホームページ上で公開した
○ リレーエッセイを連載した
○「新入会員いらっしゃい」を連載した

３．地区会
○平成28年

6月25日
6月17日
6月23日
6月25日
6月15日
6月21日

○地区活動部会

西南部（A，B）
西 部（C，D）
中央西（E，F，G）
中央南（H，I）
中央東（J，K）
東 部（L，M）

9月24日（土）

木俵病院
土佐市民病院
高知医療センター
高知医療センター
高知赤十字病院
JA高知病院

本会会議室

４．広報活動
○高放技ホームページによる広報活動を充実した

５．サーベイメータ貸出サービス
○件数

10件

延べ貸出日数

55日

６．リレー・フォー・ライフ in 高知 2016
○平成28年10月 8日（土）9日（日） 高知市城西公園グラウンド
・24時間ウォーキングラリー参加
・CS9の高知県の活動として血管模型の展示、放射線や解剖に関するクイズを出した

７．総会運営委員会
委員長
委 員
第1回
第2回

竹中 俊之
佐野 友彦、尾立 由圭、高橋 良幸、渕上 伸一、西内 恒太郎
平成28年 5月 7日（土） 高知市総合あんしんセンター 本会会議室
平成29年 3月11日（土） 高知市総合あんしんセンター 本会会議室

８．選挙管理委員会
委員長
委 員

吉永 優一
廣瀬 博文、森 亮輔、建沼 叡秀、永井 敏久
平成29年 3月11日（土） 高知市総合あんしんセンター 本会会議室
９

