①平成２７年度事業報告

第 1 号議案

１．会員の動向（平成２８年３月３１日現在）
新入会員

７名
氏
名
尾立 隆史（ｵﾘｭｳ ﾀｶﾌﾐ）
林
憲司（ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ）
谷脇 貴博（ﾀﾆﾜｷ ﾀｶﾋﾛ）
白石 卓也（ｼﾗｲｼ ﾀｸﾔ）
上村美沙希（ｶﾐﾑﾗ ﾐｻｷ）
土居 伸匡（ﾄﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ）
戸梶 瑞希（ﾄｶｼﾞ ﾐｽﾞｷ）

物 故 者

勤 務 先
高知大学病院医学部附属病院
近森病院
近森病院
高知赤十字病院
高知赤十字病院
もみのき病院
近森病院

１名
德橋

元久

（名誉会員）

会員異動
転 入
２名
田村 早織（ﾀﾑﾗ ｻｵﾘ）
片岡真紀子（ｶﾀｵｶ ﾏｷｺ）
退

会

７名

吉井病院
グリーンハウスクリニック

（死亡 1 名、転出 1 名含む）

現在会員数
正 会 員
（名誉会員

２．表

２１９名

賛助会員(団体) １１社

２名含む）

彰

高知県診療放射線技師会２５年勤続表彰
水口
久保
野村
松井

紀代美（もみのき病院）
克泰 （高知赤十字病院）
忠弘 （愛幸病院）
賢哉 （高知県立幡多けんみん病院）

谷脇

貴博

学術奨励賞

３．会
【総

（近森病院）
「頸部～骨盤造影 CTA における撮影方法とタイミングの検討」

議
会】

平成２７年

５月１７日（総合あんしんセンター

大会議室）

【理事会】
①平成２７年 ４月１１日（本会事務所 会議室） 15名（総会資料の検討）
②平成２７年 ５月１７日（本会事務所 会議室） 16名（総会資料の確認）
③平成２７年 ５月１７日（本会事務所 会議室） 18名（代表理事の選出）
④平成２７年 ８月 ８日（本会義務所 会議室） 11名（地区活動計画の承認）
⑤平成２８年 １月１６日（本会事務所 会議室） 13名（高知県学術大会の承認）
⑥平成２８年 ３月１２日（本会事務所 会議室） 15名（予算書・事業計画の承認）

【常務理事会】
①平成２７年 ４月 １日（本会事務所 会議室）
②平成２７年 ５月１２日（本会事務所 会議室）
③平成２７年 ６月 ２日（本会事務所 会議室）
④平成２７年 ７月 ７日（本会事務所 会議室）
⑤平成２７年 ８月 ４日（本会事務所 会議室）
⑥平成２７年 ９月 １日（本会事務所 会議室）
⑦平成２７年１０月 ６日（本会事務所 会議室）
⑧平成２７年１１月１０日（本会事務所 会議室）
⑨平成２７年１２月 １日（本会事務所 会議室）
⑩平成２８年 １月 ５日（本会事務所 会議室）
⑪平成２８年 ２月 ２日（本会事務所 会議室）
⑫平成２８年 ３月 １日（本会事務所 会議室）

４．その他、本会の動き
平成２７年

平成２８年

５．文書、資料

４月２１日
５月３０日
６月 ３日
６月 ５日
６月 ６日
６月２４日
７月 ５日
７月１５日
８月２０日
９月 ５日
１０月２９日
１１月 ６日
１１月7～8日
１１月21～23日
１１月２２日
１２月26～27日
１月１６日
１月２６日
２月１４日
３月１７日

期末監査（潮江高橋病院）
中四国会長会議・ＣＳ９会議（香川）
公益社団法人登記申請（高知地方法務局）
Ⅹ線発見120周年記念式典（東京）
日本診療放射線技師会定時総会（東京）
事業報告書の提出（高知県庁法務課：窓口医療政策課）
新任会長会議（東京）
リレー・フォー・ライフ実行委員会（県庁）
公益法人会計勉強会（松岡税理士事務所）
中四国会長会議・中四国教育委員会(岡山)
中間監査（潮江高橋病院）
中四国会長会議（高松）
ＣＳＦＲＴ２０１５（高松）
日本診療放射線技師会学術大会（京都）
全国会長会議(京都)
業務拡大に伴う統一講習会（大会議室）
高知県臨床検査技師会新年会（高知会館）
高知県死因究明等推進協議会（高知会館）
高知県学術大会(高知医療センターくろしおホール)
収支予算書・事業計画電子申請(高知県庁法務課)

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

発信文書
○平成２７年度理事会開催
高放技Ｎｏ． １， ５， ８，１４，２３，２９
○研修会，講習会関係等
高放技Ｎｏ．１０，１７，１８，１９，２４，２５，２６，２７
○委員就任、各委員会開催、その他
高放技Ｎｏ． ２， ３， ４， ６， ７， ９，１１，１２，１３，１５，１６，
２０，２１，２２，２８，３０．

１

【総

括】

今年度は役員改選の年であり、新任理事を始め一同が気持ちを新たに引き締めて、会務に取り
組んだ。
5月17日の定時総会を皮切りに、6月は公益社団法人の届出を法務局と高知県へ提出し、各地区
会を開催した。地区会は会員からの声を直接聞く良い機会であり、勉強会のテーマや共同開催の
件、学術大会やリレー・フォー・ライフの準備など、要望や意見を取り入れて会務に反映した。
7月には新人技師を対象に、職務・業務を遂行する上で必要な知識やスキル、マナーなどの基
本知識を身につけてもらうためフレッシャーズセミナーを開講した。
8月は、平成27年2月7日(土)に知事も出席された創立60周年記念式典・祝賀会を中心に据え、
『創立60周年記念誌』を発行した。岡林前会長が最後の会務として取り組まれたイベントと過去
5年間の記録を掲載している。
10月には放射線高知の発行とリレー・フォー・ライフの参加、講習会の開催もあり、イベント
続きの中、皆が精力的に活動した。
そして年末の12月には、技師法改正による業務拡大に伴う講習会を実施し、昨年の静脈注射講
習会(穿刺を除く)に引き続き、ＣＴ等での造影剤自動注入器による注入操作と、下部消化管検査
等のチューブ挿入や空気の注入と吸引について実習を含めて研修を行った。この講習会は既存の
診療放射線技師全員の受講が求められているため平成32年度まで実施する予定である。
2月には高知県学術大会を開催した。特別講演２題を実施し、一般演題９題の発表を頂き、会
員に日ごろの研究成果の発表の場を提供し、最新技術や日常業務に生かせる情報を発信できたと
考えている。また、特別講演等に関しては、今後も会員の希望・要望に合わせ企画していく。
今年度を振り返ると、あっという間に通り過ぎた1年間であったが、毎月何らかのイベントが
あり忙しい1年でもあった。しかし皆の協力の下、予定通りに着実に事業計画を実行できたと思
う。今後とも益々本会の活動を活発に行い、診療放射線学の研究と診療放射線技師の資質向上を
もって県民保健の維持発展に貢献する所存である。

【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が９演題であった。発表内容は機器性能評
価・使用経験、災害時業務等、多岐にわたり、日々の業務の中から積み重ねた技術や問題解決の
成果をまとめたもので今後の放射線業務にとって有意義な内容となった。
また、特別講演は２演題行い、特別講演１ではＪＡＲＴより熊代正行理事を招き、『日本診療
放射線技師会の活動と使命』と題し、我々診療放射線技師のこれからの方向性等を様々な例を交
えご講義され、特別講演２では奈良県立医科大学病院の安藤英次先生により「加齢変性する関節
と人工関節撮影法」についてTHA術後経過観察や荷重関節立位撮影法のポイントを質疑応答交え
解りやすく解説して頂いた。さらに最新技術のトピックスとして島津製作所による『ＦＰＤ診療
技術の紹介』が行われた。全体を通じて各セクション共質疑応答が活発になされ、日常業務への
指標となる演題であった。
業務拡大に伴う統一講習会は本県で第１回目の開催で、今回は静脈注射（針刺しを除く）講習
の受講者を対象で非会員や県外からの参加もあり行われた。その他講習会は定期的に行い、最新
機器の情報収集や撮影技術の修得に有意義な講習会となった。

１．平成２７年度高知県診療放射線技師学術大会
参加者
日
場

時
所

08:00
08:30
09:00

４３名（内非会員３名）

平成 28 年 2 月 14 日(日)
高知医療センター くろしおホール

発表者受付
一般受付
開会の挨拶：高橋副会長

09:00～09:50 一般演題1
座長 楠永倫也
1.バックボード下撮影における撮影補助具の検討
高知医療センター 今城健吾
２

2.ポータブル撮影における散乱線補正処理技術の有用性
高知医療センター 岡崎敬介
3.180床回復期リハビリテーション病院への機器選定と使用経験
近森病院 林 憲司
4.健診胸部X線デジタル画像における物理的評価指標の検討及びその応用
高知大学附属病院 明間 陵
5.高知医療センターにおける大規模災害発生時の放射線業務
高知医療センター 近藤匡史
10:00～11:00 特別講演1
（司会） 会長 巴 昭彦
『日本診療放射線技師会の活動と使命』
講師：公益社団日本診療放射線技師会 理事 熊代正行 先生
11:10～11:50 一般演題2
座長
6.頸部～骨盤造影CTAにおける撮影方法とタイミングの検討
近森病院
7.静磁場強度の異なるMRIを複数台設置しての使用経験
高知医療センター
8.当院MRIの性能評価
高知医療センター
9. 電子媒体などにおける画像提供に関するアンケート
副会長
12:00～12:30

柳本禎久
谷脇貴博
廣瀬泰久
岡

雅輝

高橋宏幸

昼休憩

12:30～12:50 製品紹介
『ＦＰＤ診療技術のご紹介』
講師：島津製作所

医用機器事業部 田中修二

先生

13:00～14:20 特別講演2
（司会） 副会長 伊東賢二
『加齢変性する関節と人工関節撮影法』
〝インプラント周辺骨の生死を描出するTHA術後経過観察画像〟
講師：奈良県立医科大学附属病院 安藤英次 先生
14:30

閉会の挨拶：伊東副会長

２．業務拡大に伴う統一講習会の開催

出席者２１名(内非会員6名)
日 程
平成27年12月26日（土）、27日（日）
場 所
総合あんしんセンター ３階 大会議室
プログラム 1日目
13：20～13：30
10
開講式・オリエンテーション
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
17：00～17：10
10
休憩
17：10～18：00
50
講義（DVD放映）下部消化管
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
昼休憩
12：30～13：20
50
※実習・演習 下部消化管
13：20～13：30
10
休憩
３

13：30～14：20
14：20～14：30
14：30～15：30
15：30～15：40
15：40～16：30

50
10
60
10
50

※実習・演習
休憩
※実習・演習
休憩
確認試験

IGRT
BLS

３．第２回講習会（出席者：１7名）
日
会
演
演

時
平成２７年１０月２４日（土）15:00～17:00
場
高知市総合あんしんセンター３階 中会議室
題 ①「ＭＲＩ最新情報提供」
GEヘルスケアジャパン・MR営業推進部
題 ② 乳房トモシンセシス画像を体験
日立メディコ・国内ＸＲ営業部

吉野

要

先生

上野

完

先生

４．第３回講習会（出席者：１９名）
日
会
演

演

時
平成２８年１月３０日（土）15:00～17:00
場
高知市総合あんしんセンター３階 中会議室
題 ①「仮想化システムのメリット」「医用画像データクラウド化」について
（株）ＰＳＰ 営業推進本部 販売企画部ＳＰ課
副田 義樹 先生
題 ② 「バーチャルグリッド及び新型FPDの特徴」について
富士フイルムメディカル㈱
下竹 敏照 先生

５．西南部地区画像研究会（出席者：14名）
日
場
演
講

時
所
題
師

平成２７年１１月２８日（土）15:00～17:00
幡多けんみん病院 ３階会議室
血管系腹部救急ＣＴ
高知医療センター
野田 能宏先生

６．中央東地区主催講習会（出席者：17名）
日 時
場 所
演題１
講 師
演題2
講 師

平成２８年３月２６日（土）14:00～16:00
高知市総合あんしんセンター 中会議室
「yes,DS!-DSCTの革新と可能性」
SIEMENS 宮西 佐代子 先生
「低被ばく撮影技術及び金属アーチファクト低減技術の最新情報」
TOSHIBA 津島 総 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
日 時
場 所
校正費
演 題
講 師

[サーベイメータ校正] （出席者：13台，11名）
平成２７年 ９月６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
住重試験検査株式会社
金川 政史、白石 雅鉱 先生

２．漏洩線量測定
①平成２７年 ６月
②平成２７年１２月

香美市立大栃診療所
香美市立大栃診療所
４

３．消防学校講師派遣
○平成２７年 ６月２５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２７年１０月１０日（土），１１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。（訪問者11名、会員参加者28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も5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努めてもらう意味深いセミナーになってい
る。
本年度の技師長会は「他職種への放射線教育や説明」と題し、副会長の伊東賢二氏による基
調講演をおこなった。医療スタッフや学生向けのスライドは工夫されており、他職種への説明の
ためのツールとして役立つことを再確認した。また、医療被ばくに関する説明は、相手の求める
情報を把握し、満足度と適切な内容説明ができるかがポイントとなり手腕が問われるという意見
で閉幕した。

１．フレッシャーズセミナー

（出席者：１１名）
日 時 平成２７年 ７月２６日（日）9:50～16:50
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
13:00～14:00
10:10～10:40
入会案内
14:10～15:10
10:50～11:20
マナー・エチケット
15:20～16:20
11:20～11:50
医療コミュニケーション
16:20～16:30
12:00～12:30
被ばく低減

２．技師長会
日 時
会 場
テーマ

感染対策
気管支解剖
医療安全
閉会式

（出席者：会員２１名、非会員１名）
平成２８年 ３月 １２日（土）15:00～17:00
高知市総合あんしんセンター２階 本会会議室
他職種への放射線教育や説明
高知大学医学部附属病院 技師長 伊東賢二

【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．表彰委員会
委 員 楠瀬 正、高橋正實、岡林正光、楠瀬正哲、清水雅明
①平成２７年 ８月 ８日 本会会議室

２．求人求職の対応
ホームページに掲載した。(平成２７年度新規掲載分

２件（下司病院、国吉病院）)

３．レクリエーション
平成２８年
平成２８年

１月
１月

１７日
３０日

ソフトボール大会 (東部地区)
情報交換会 (高知市)
５

【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２６・２７年度合併号を発行した

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（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２７年

６月１３日（Ａ，Ｂ）
木俵病院
６月 ５日（Ｃ，Ｄ）
土佐市民病院
６月２４日（Ｅ，Ｆ，Ｇ）本会会議室
６月２５日（Ｈ，Ｉ）
高知医療センター
６月１７日（Ｊ，Ｋ）
高知赤十字病院
６月１９日（Ｌ，Ｍ）
高知大学附属病院

○地区活動部会７月２３日（全地区）

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

１０件

延べ貸出日数

６６日

６．リレー・フォー・ライフ in 高知２０１５
○平成２７年１０月１０日～１１日
(２４時間ウォーキングラリー参加)

高知大学農学部グラウンド(物部キャンパス)

７．総会運営委員会
委員長
永井敏久
委 員
岡村治郎、佐野友彦、岡林 宏、土居啓太、楠永倫也
平成２７年 ４月１１日（日） 高知市総合あんしんセンター 本会会議室
平成２７年 ５月１７日（日） 高知市総合あんしんセンター ３階大会議室

８．選挙管理委員会
委員長
吉永優一
委 員
淵上伸一、太田裕司、和田佳晃、西内恒太郎、建沼叡秀
平成２７年 ４月１１日（日） 高知市総合あんしんセンター 本会会議室
平成２７年 ５月１７日（日） 高知市総合あんしんセンター ３階大会議室

８

