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公益社団法人 高知県診療放射線技師会
会 長 岡林 正光
〒780-0850
高知市丸ノ内 1 丁目 7 番 45 号
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TEL 088-872-4585

高知県診療放射線技師会

Mail tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp

所

感

「最近の雨について思うこと」
学術担当理事

中村

伸治

このところ週末になると雨が降ります。それもバケツをひっくり返した
ような大雨で。８月の初めには 1 時間に 120ｍｍの猛烈な雨量を記録し、
174 棟の住宅で床上・床下浸水の被害が出たそうです。高知市全域と須崎
市、香南市など避難勧告が出ました。会員の皆様の中にも被害を受けた方
もいらっしゃるかもしれません。お見舞い申し上げます。
うちの近所の日高村ではたくさんの家屋が浸水したようで、Twitter の情
報では、行きつけのレストラン高知や得々もかなり浸水していました。雨
がやんで、掃除や片付けをしている姿を見かけました。やっと片付いたで
あろう先週、またもや台風による雨で、各地に被害が出ていました。奇し
くも本会の静脈注射の講習会前日のことで、開催が危ぶまれましたが何と
か開催できて、よかったです。当日準備のために会場へ向かおうとしたと
ころ、日高村で冠水のため通行止め。須崎方面へはがけ崩れで通行止め。
越知へ抜けても枝川で冠水ということで、普段通ることのない山道を土佐
市へ抜けて、56 号線を高知へ向かいました。途中連絡を受けて、病院で警
報ブザーが鳴っているということで、病院へ行きましたが特に被害はなく
安心して、あんしんセンターへ向かいました。天気は回復して、午後から
はよさこいのメロディーも聞こえてきました。帰りはすっかり水もひいて、
またまた掃除や片付けをしている人を見かけました。2 週連続で水に浸か
って、大変だなとつくづく思いました。
昨日は鏡川河畔に花火を見に行きました。橋の橋脚には流れてきた草が
引っかかっていて水かさが偲ばれました。数日前テレビで見た氾濫してい
た場所が、水が引いてすっかり桟敷席となっていました。花火はとてもき
れいでしたが、近所の浸水した家の方にも気を取られてしまい、自然の猛
威と人の強さに感慨深いものがありました。幸い死者の報道を聞かなかっ
たようです。水害に慣れた高知なのかなと思うところでした。被害にあわ
れた方、お見舞いを申し仕上げます。
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会の動き
平成 26 年度 第５回常務理事会
8 月 5 日（火）、総合あんしんセンターにて第 5 回常務理事会を開催した。

平成 26 年度 フレッシャーズセミナー報告

学術

７月１２日（土）、本会会議室にて、７名が参加され、フレッシャーズセミナーを開催
した。今回は午前 10：00 より開催式・入会案内・医療コミニュケーションケーション＆
マナー・医療安全、昼食を挟み午後より感染対策・気管支解剖・被ばく低減とセミナーと
続き、閉会式にて終了証書が各受講者に授与され、16：10 フレッシャーズセミナーは終
了した。
医療安全・感染対策のセミナーは他職種の外部講師を招き基本概念～実践業務に繋がる
幅広い講義内容で、又恒例となった中村理事の体を使った気管支体操、岡林会長のマナー
に関する体験談より作られた詩の朗読など興味深いセミナーであった。
《参加された方》
菅谷 友一 国立高知病院
狩俣昌平
国立高知病院
近藤 匡史 国立高知病院
横田 瑞樹 高知脳神経外科病院

西田 和弘
池 央、
萩野 孝弥

近森病院
近森病院
もみのき病院

平成 26 年度 静脈注射（針刺し除く）講習会報告

学術

８月１０日（日）総合あんしんセンター中会議室にて静脈注射（針刺し除く）講習会を
開催した。昨年に続き本県２回目の開催で、台風11号の接近・通過で前日から早朝までの
豪雨等から、出席者数が心配されたが、県外１名・非会員３名を含む２１名（２名欠席）
が参加した。
ＤＶＤ（医療安全・薬剤関係・感染関係・合併症への対応）視聴講義に続き、３名の講
師（看護師）の指導もと抜針の実技・演習が行われた。最後に本講習の確認試験の結果２
１名に修了証書が授与された。
「造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと」は診療放射線
技 師 法 改 正 （ 平 成 27年 4月 1 日 施 行 ） で 第 24条 第 2項 の （ 2） 関 係 の 診 療 の 補
助として行える行為として新たに業務範囲に加わることとなる。
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《今回修了された方》
巴 昭彦
潮高橋病院
直野 賢人 済生会西条病院
西川 恭平 近森病院
竹村 真一 北島病院
岸田 豊和 近森病院
田村 淳也 近森病院
久保 行広 近森病院
廣瀬 達陽 土佐市民病院
横野 公紀 土佐市民病院
森 亮輔
高知赤十字病院
宮城 秀平 ＪＡ高知病院
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西森
三笠
野村
中坂
三浦
三谷
小松
森安
好原
堀野
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美千代 近森病院
充
かわむらクリニック整形外科
忠弘
田辺病院
洋康
近森病院
嵩史
近森病院
浩明
土佐市民病院
稔幸
土佐市民病院
由圭
高知大学医学部付属病院
あゆこ いずみの病院
翔太
ＪＡ高知病院

お知らせ
第 1 回講習会（サーべイメータ校正）

学術

いざというときの為に、サーべイメータの校正をしましょう。校正された線量計で自
施設の線量測定をしましょう。

日時：平成 26 年 09 月 13 日(土)15:00～
場所：総合あんしんセンター（高知市丸の内一丁目 7 番 45 号）
高知県診療放射線技師会事務所会議室(2 階)
校正費用：10,000 円/台 (会員以外 20,000 円/台)
電離箱サーベイとシンチレーションサーベイは現場で校正可能です。
GM サーベイメータは、μSv/hr を測定するタイプのもの(検出器が小口径)は、現場では
校正不可能です。測定器のメーカーによっては、使用方法等がわからないなどの理由に
より、上手く校正が実施できない場合もあります。(アロカ製はほぼ問題なし)
業者さんに持って帰ってもらい、校正できる場合もあります。
校正希望の方は、台数を把握するために、必ず近森病院中村まで連絡をください。
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四国血管内イメージング研究会（LIVE DEMONSTRATION）学術
会期：10 月１１日 9:00～16:30（予定）
会場：社会医療法人近森会 近森病院
〒780-8522 高知市大川筋 1-1-16 電話 088-822-5231（代表）
参加費 医師 3,000 円・コメディカル 無料/懇親会は無料
プログラム
●ライブ中継施設 近森病院
PCI６例、EVT１例を予定
●ランチョンセミナー
日比 潔 先生（横浜市立大学付属市民総合医療センター）
●特別講演
木村 祐之 先生（せのお循環器内科・心臓血管外科）
病院見学ツアー（コメディカル対象）
カテ室の裏側や ER・病棟など ハンズオンブースもご用意
病院見学ツアーなど詳細は HP を参照

「2014 CS9 in Okayama」開催のお知らせ
もみのき病院

山中こずえ

JART では「女性サミット」を 3 年連続して開催してきましたが、平成 26 年度より地
域ごとでの開催へと移行することとなりました。それに伴い、中四国ブロックにおいては、
中四国 9 県の女性診療放射線技師会「CS9（シーエスナイン）」を立ち上げ、第１回目を
下記日程にて開催する運びとなりました。
企画、運営は女性技師のみで行う CS９ですが、参加は男女を問いません。
みなさま、軽食を取りながら楽しくディスカッションしましょう。
途中退席も可能ですので、お気軽にどうぞ。多くの方のご参加をお待ちしております。
記
日時 平成 26 年 10 月 5 日（日） 13：00～15：00
会場 岡山コンベンションセンター 401 号室
対象 診療放射線技師・養成機関在学生 ※男女問わず
参加費 技師会会員・学生・・・無料 非会員・・・100 円
内容 ①軽食つまんで座談会
～仕事と私生活バランスとれてますか？～
②グループディスカッション
～困ったちゃんとどう向き合う？～
③お仕事
～プチメイク術～
問合せ先
地域担当

代

表

兼廣 敦子
JA 山口厚生連 周東総合病院 放射線技術科
TEL 0820‐2－3456
杉原 加誉子
創健会 松江記念病院 放射線科
TEL 0852－29－1003（直通）
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里史：キタムラメディカル

）

この度、国立病院機構 高知病院の宮榮さんからバトンを受け取りました、(株)キタム
ラメディカル高知営業所の北村里史と申します。
私は前職で、アルミ製品を取り付ける仕事を行っておりましたが、諸事情により辞める
こととなり、再就職活動を行うことになりました。
あれも違う、これも違うと悩むこと６カ月(なかなかのんびりしておりました笑)たまたま
新聞に載っている募集を見つけ応募することにしました。
今では就職の際「SPI」という試験を行うのが当然になっている事かと思いますが、私
は大学生の時に全く勉強をしてきませんでした。当然の結果「SPI 試験」はボロボロで不
合格だと思っていたところ、２日後に連絡があり、会場にもう一度行くと、まさかの合
格!!といった流れでの就職となりました。
入社して直ぐは先輩に同行させてもらっているだけでいっぱいいっぱい、１年が過ぎた
今でも分からないことがまだまだあるため、いっぱいいっぱいになることが多々あります。
しかし、みなさんにはとても良くして頂き、仕事にも少しずつ慣れてきました。
就職前まではソフトボールをしていた私ですが、診療放射線技師さんからゴルフをしな
いか?とお誘い頂いたことから始まり、打ちっぱなし、ショートコースを何度か回り、先
日は上町病院の村岡さんにお誘い頂き、日高村にあるグリーンフィールへ初挑戦してきま
した。終始楽しかったのですが、ショートコースとは比べ物にならない疲労感(汗)、ハー
フ を回る だけで精根尽き果 てま した。下手 なので 打ちすぎて 疲れて いるだ けで すが
(笑)・・・。
まだ始めたばかりでかなり下手な私ですが、みなさんでゴルフを楽しめるように少しず
つでも練習をしていきますので、お誘いしていただけたらと思います。
その他お仕事でも、まだまだ未熟者の私ですが、さらに頑張っていきたいと思っており
ますので、これからも宜しくお願いいたします。
さて、次のバトンは先ほど、お話にご出演していただきました上町病院の村岡さんです。
日頃から大変お世話になっており、いろいろなことを学ばせて頂いております。それでは、
村岡さんにバトンタッチ! よろしくお願いします。

会費の過年度分合算請求における分納について
2014 年度より会費の合算納入が始まります。
合算請求額は通常、日放会費＋高放会費＝21,000 円ですが、過年度分の会費未納会
員は、最大 21,000＋21,000=42,000 円の請求書が届くことがあります。
金額が多くて一度に払い辛いという方のために、日放では分納の相談に応じることが
あります。
ただし、分納の相談は各個人により状況が異なるので、各自が日放事務所へ問い合わ
せをしなければなりません。会費分割納入の相談は、各自で問い合わせをお願いしま
す。 日放事務局：TEL

03-5405-3613
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総務報告（2014/8/5 付）
１．高知県の会員数

２２０名

２．本年度会費納入者

１４４名

賛助会員

１０社

３．２５年度未納入者

１２名

４．今年度新入会員数

２名

（今月の新入会）

１名

森本望美

高知赤十字病院

５．今年度再入会員数

１名

（今月の再入会）

０名

６．今年度退会者数

０名

（今月の退会者）

０名

７．今月の会員異動
転出：阿部耕三

国立高知病院

→

愛媛県

以上

(文責編集広報)

この技師会だよりは、キタムラメディカルと和光商事のご協力により会員の皆さんに
配送されています。

編集後記
夏本番だというのに、雷雨襲来など天候不順が続きます。
装置が一時的に誤動作するなどの影響もあったのでは？
装置の進化が進んでもこの辺りは、あまり変わりませんね。
おおの

