
①平成２５年度事業報告           
１．会員の動向（平成２６年３月３１日現在） 

 

新入会員       ４名 

       氏  名     勤 務 先  

   堀野 翔太   ＪＡ高知病院 

   本田 貴也   いずみの病院 

   村岡 麻也子  いずみの病院 

   西川 恭平   近森病院 

 

  再入会員       １名 

近藤 匡史    国立病院機構高知病院 

 

会員異動 

転 入     １名      退 会      ６名 

転 出     １名 

 

現在会員数 

正 会 員  ２２５名      賛助会員(団体) １１社 

       （名誉会員  ３名含む） 

 

２．表  彰 

高知県診療放射線技師会２５年勤続表彰 

      土居 芳郎（海里マリン病院）    北川 保浩（島津病院） 

      山本 浩徳（高知県医事薬務課）   奥宮 正通（南国中央病院） 

      大野 貴史（高知医療センター）   茶畠 広喜（須崎くろしお病院） 

      金枝 一宝（同仁病院）       森  文夫（海辺の杜ホスピタル） 

 

学術奨励賞 

     該当者なし 

 

３．会  議 

 

【総 会】 

平成２５年 ５月１９日（高知医療センター くろしおホール） 

 

【理事会】 

 ①平成２５年 ４月２０日（本会事務所 会議室） 

   ②平成２５年 ５月１９日（本会事務所 会議室） 

 ③平成２５年 ５月１９日（本会事務所 会議室） 

 ④平成２５年 ８月３１日（本会義務所 会議室） 

 ⑤平成２６年 １月１８日（本会事務所 会議室） 

 ⑥平成２６年 ３月１５日（本会事務所 会議室） 
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【常務理事会】 

①平成２５年 ４月 ２日（本会事務所 会議室） 

 ②平成２５年 ５月 ７日（本会事務所 会議室） 

③平成２５年 ６月 ４日（本会事務所 会議室） 

 ④平成２５年 ７月 ２日（本会事務所 会議室） 

 ⑤平成２５年 ８月 ６日（本会事務所 会議室） 

 ⑥平成２５年１０月 １日（本会事務所 会議室） 

 ⑦平成２５年１１月 ５日（本会事務所 会議室） 

 ⑧平成２５年１２月 ３日（本会事務所 会議室） 

 ⑨平成２６年 １月  ７日（本会事務所 会議室） 

 ⑩平成２６年 ２月  ４日（本会事務所 会議室） 

   ⑪平成２６年 ３月 ４日（本会事務所 会議室） 

 

４．その他、本会の動き 

 

平成２５年  ５月３１日  全国地域連絡協議会(東京) 

６月 １日  日本診療放射線技師会定期総会（東京） 

６月 ８日  Ｘ線撮影技術読影研究会京都(京都) 

６月１５日  中四国会長会議(山口) 

６月１８日  高知県消防学校講師派遣（いの町） 

９月１４日  中四国会長会議(岡山) 

９月１４日  中四国教育委員会議(岡山) 

９月１５日  中四国会長会議(岡山) 

              中四国教育委員会(岡山) 

９月２１日  全国地域連絡協議会(島根)  

９月２０日～２２日 

                 第２９回全国診療放射線技師学術大会(島根) 

         １１月１５日  中四国会長会議(山口) 

１１月１６日，１７日 

中四国放射線医療技術フォーラム(山口) 

１１月３０日  鳥取県診療放射線技師会創立60周年式典(鳥取) 

平成２６年  １月１８日  高知県臨床検査技師会新年会(高知市) 

３月 １日  島根県診療放射線技師会創立60周年式典(島根) 

３月２２日  高知県立あき総合病院完成式(安芸) 

３月２４日  高知県総合保健協会評議員会（高知市） 

 

５．文書、資料 （平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 

発信文書 

○平成２５年度理事会開催 

高放技Ｎｏ． １，７，１１，１９，２１ 

○研修会，講習会関係等 

高放技Ｎｏ． ５，９，１２，１３，１４ 

○委員就任、各委員会開催、その他 

高放技Ｎｏ． ２，３， ４， ６， ８，１０，１５，１６，１７，１８，２０ 
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【総 括】 
公益社団法人に移行してスタートの一年が過ぎた。ホームページの充実等、広報中心に公

益を意識しつつも、通年の予定事業は滞りなく消化された。詳細については以下に示すが、

学術分野も組織分野も早期に企画を立て事業に取り組むことができた。 

放射線技師会から診療放射線技師会への改名も全国的な流れに乗って抵抗なく行なわれ

た。最近では他の医療団体から頂く封書にも正しい名称が記載されており、本会名称が周知

されてきたと思われる。 

日本診療放射線技師会は本年も年間スローガンを「国民・医療者と協働して質の高い医療

を提供しよう」として継続し、診療補助の拡大や、それを保証する研修を全国で展開してい

る。本会においても検査時の静脈注射抜針に関わる研修会やチーム医療に欠かせないフレッ

シャーズセミナーを委託事業として開催した。一般撮影の基礎講習会については準備の遅れ

とデータベースの工事により開催できず残念だったが、多くの会員が関わる業務だけに次年

度に検討したい。一般撮影についてはＸ線撮影技術読影研究会が100名を越える参加者で盛

会であった。 

中四国では中四国放射線医療技術フォーラムが山口で開催された。大会テーマは「地方か

ら世界へ」地方で仕事をしていても新しい技術を世界へ発信させようと意気込みの高い学術

大会となった。 

 

【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 

今年度、高知県診療放射線技師学術大会は一般演題数こそ４題と少なかったものの、装置

使用経験・調査報告等、多岐にわたる発表であった。特に調査報告は、本会の目的である県

民保健の維持に重要な内容であった。また講習会・地区勉強会では最新機器の紹介・使用経

験・学術講演等を行い会員の最新情報習得に役立つものであった。今後は機器紹介・学術講

演はもとより施設の医療形態に関わらなく学べる企画を考えなければならない。 

 

１．高知県診療放射線技師学術大会（出席者：会員３２名、非会員５名） 

日 時 平成２６年 ２月２３日（日）13:00～17:00 
場 所 高知医療センター くろしおホール 
 
13:00 開   会 
 
13:10 一般演題発表                      座長  中村伸治 （近森病院） 
1. 当院のファンクショナルMRIの現状 

いずみの病院  本田 貴也 

2. ＦＰＤポータブル撮影装置の使用経験 

            高知医療センター  矢野 誠人 

3. 症例紹介 

            幡多けんみん病院  岡林 史朗 

4. 高知県下におけるMRI装置の現状～南海地震対策の調査報告 

もみのき病院 水口紀代美、高知医療センター放射線科 村田和子医師 

 

14:00 会長講演 

「ちょっとひとこと」 
演 者  公益社団法人高知県診療放射線技師会    会 長 岡林 正光 
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15:00 特別講演 

① Next Global Standard Helical CT「Aquilion PRIME」のご紹介 
東芝メディカルシステムズ株式会社中四国支社 営業推進部 CT担当 

吉本 浩伸 先生 
② Ⅰ．Philipsの Mammography Solutionへの取り組み 

ヘルスケア事業部マーケティング本部        仁井 香苗 先生 
Ⅱ．MicroDoseの技術解説 

ヘルスケア事業部クリニカルマーケティング    矢ケ部 真理 先生 
 

２．第２回講習会（出席者：14名） 

日 時 平成２５年１０月１９日（土）15:00～17:00 

会 場 総合あんしんセンター３階 中会議室  

   

演題１ 移動Ｘ線検査の概念を変える「ＤＲＦ-Revolution Mobile X-Ray System」 

講 師 ケアストリームヘルス株式会社 

  営業本部 ＸＲＳビジネスマネージャー        岡 知樹 先生 

演題２ 最新のヘルスケアＩＴソリューションご紹介～ＰＡＣＳからクラウドまで～ 

 講  師 ケアストリームヘルス株式会社 

     ＨＣＩＳ事業統括部 販売促進部長          河野 亨  先生 

 

３．第３回講習会（出席者：28名 非会員2名） 

日 時 平成２５年１２月１４日(土) 15:00～17:00 

場 所 社会医療法人近森会 近森病院管理棟 ３階会議室 

 

演題１ ＭＡＧＮＥＴＯＭ Ｖｅｒｉｏの使用経験 

演 者 医療法人治久会 もみのき病院 

放射線科技師長 救急撮影認定技師        水口 紀代美 先生 

演題２ シーメンスMRIの最新技術 

  演 者 シーメンス・ジャパン株式会社 イメージング＆セラピー事業本部 

ＭＲビジネスマネージメント部           境 龍二 先生 

 
４．西南部地区画像研究会（出席者：21名） 

日 時 平成２５年１１月３０日（土）15:00～17:00 

場 所 幡多けんみん病院 ３階会議室 

 

特別講演 「腹部救急の画像診断」 

      高知医療センター検査診療部放射線科   科長 野田 能宏 先生 

演題1  当院でのカテ症例 

幡多けんみん病院放射線室  野口 翔嗣 

演題2  ＭＲＳについて 

                    幡多けんみん病院放射線室  吉村 昭彦 

演題3  遠隔読影 

                    幡多けんみん病院放射線室  山﨑 大輔 

演題4  腰椎正面立位Ｐ→Ａ撮影の椎間板腔描出の有用性 

四万十町国保大正診療所  大川 剛史 
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５．東部地区勉強会（出席者：12名） 

日 時 平成２５年１２月 ６日（金）19:00～20:30 

場 所 高知県立あき総合病院  やまのホール 
 

演題１ 「クラウドを活用した地域連携への提案」 

講 師  コニカミノルタ中四国支店             九里 翼 先生 
 

演題２ 「肝腫瘍の画像診断」 

講 師  高知医療再生機構                藤原 良将 先生 
 

【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、本会及び県下の施設の所有する

サーベイメータの校正に関する講習会を実施した。また、県下の施設の求めに応じて法定の

漏洩線量測定と高知県消防学校における放射線防護の講義、並びにリレーフォーライフの中

で放射線被ばくに関する相談に応じた。 

 
１．第１回講習会 [サーベイメータ校正] （出席者：11台，10名） 

日 時  平成２５年 ９月２８日(土) 15：00～17:00 

場 所  総合あんしんセンター２階  本会会議室 

  校正費  10,000円／1台 （会員以外の持込は20,000円／1台） 

演 題  137Ｃｓ標準線源を用いたサーベイメータ確認校正講習会 

  講 師  住重試験検査株式会社       山口将也 先生、豊浦宏一 先生 

 

２．漏洩線量測定 

  ①平成２５年 ６月２２日  香美市立大栃診療所 

  ②平成２５年１２月２８日  香美市立大栃診療所 

 

３．消防学校講師派遣 

  ○平成２５年 ６月１８日  高知県消防学校講師派遣（いの町） 

講義内容 「ＲＩ災害」について 

 

４．医療被ばく相談コーナー設置 

  ○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２５年１０月１２日（土） 

リレーフォーライフ会場で相談コーナーを設置した。（訪問者26名、相談件数1件） 
 

【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も３回目の開催となりチーム医療の一員として

のマナーや医療安全・感染対策・気管支解剖等の習得に意味深いセミナーとなった。 

また、本年度の技師長会は、地区会で会員から要望があがった「災害について」をテーマに

開催した。17施設18名の参加があり、各施設における現状と災害時における問題や課題につ

いて情報交換がされた。活発な討議は、近い将来に起こりうる南海トラフ大地震に備えて、

診療放射線技師の重要な役割である画像提供能力の把握や機器の維持など、診療支援への対

応を再確認する会となった。 
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１．フレッシャーズセミナー （出席者：会員２名、非会員２名） 

日 時 平成２５年  ７月２７日（土）12:55～18:30 

会 場 総合あんしんセンター２階 本会会議室 

[プログラム] 

12:55～13:00  開会式 

13:00～13:30  マナー・エチケット 

13:30～15:30  感染対策 

15:40～16:10  気管支解剖 

16:10～17:10  医療安全 

17:20～18:20  入会案内 

18:20～18:30  閉会式 

 

２．技師長会 （出席者：会員１７名、非会員１名） 

  日 時 平成２６年 ３月 １５日（土）15:00～17:00 

  会 場 総合あんしんセンター２階 本会会議室 

  テーマ 災害について 

  講 演 救護班に参加して      高知赤十字病院 秦泉寺節夫 先生 
 

【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永年勤務した功績や、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 

  高知県診療放射線技師会勤続２５年表彰 

 

２．求人求職の対応 

  求人 ４件   求職 ０件 

 

３．レクリエーション 

平成２５年１１月３０日  西南部画像研究会情報交換会 

１２月１４日  ＭＲＩ講習会情報交換会(中央東･中央西･西部地区、30名) 
 

【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、業務執行の会として年６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。そして、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、地区活動部会を開催した。 

本会の年間を通した事業の記録紙として放射線高知を発行し、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．平成２４年度放射線高知（学術大会後抄録含む）の発行 
 
２．技師会だより 



 ６

○ 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（ＨＰ）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２５年 ６月  ８日（Ａ，Ｂ）  木俵病院 

         ６月１４日（Ｃ，Ｄ）  土佐市民病院会議室 

         ６月１９日（Ｅ，Ｆ，Ｇ）総合あんしんセンター２階本会会議室 

         ６月２１日（Ｌ，Ｍ）  ＪＡ高知病院５階会議室 

         ６月２５日（Ｈ，Ｉ）  高知医療センター１階研修室 

６月２６日（Ｊ，Ｋ）  高知赤十字病院１階外来カンファレンス室 

    ○地区活動部会 

平成２５年  ８月３１日       総合あんしんセンター２階 本会会議室 

 

４．広報活動 
○高放技ホームページ（ＨＰ）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 １２件     延べ貸出日数 ４６日 

 

６．リレー・フォー・ライフ in 高知２０１３ 
○平成２５年１０月１２日～１３日  城西公園(２４時間ウォーキングラリー参加)  

本会は毎年リレーフォーライフに実行委員として参加し、準備・運営に係わっている。 

放射線パネル展示、放射線相談コーナーの設置 

 
７．総会運営委員会 

委員長  羽方誠二 

委 員  保川幸稔、淵上伸一、土居啓太、小松勇介、森安由佳 

①平成２５年 ４月２０日(日)  総合あんしんセンター２階 本会会議室 

②平成２５年 ５月１９日(土) 高知医療センター 会議室 

 

８．選挙管理委員会 
委員長  吉永優一 

委 員  宮地 聡、太田裕司、宮城秀平、中坂洋康、西内恒太郎 

①平成２５年 ４月２０日(日)  総合あんしんセンター２階 本会会議室 

②平成２５年 ５月１９日(土) 高知医療センター 会議室 

 

９．第９回全国Ｘ線撮影技術読影研究会 高知（参加者134名） 

日 時  平成２５年１１月２３，２４日 

場 所  高知医療センター くろしおホール 

 

10．磁気共鳴医学会への災害時のMRI装置に関する調査協力 
県下のMRI装置設置施設にアンケート用紙を郵送した。(５３施設) 

（9,10は後援） 
 


