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『六年を振り返って』
企画常務理事 久保 克泰
常務理事・地区企画担当となって六年が経ち、後進が待っていることもありまして、今年度で常
務理事の任を降ります。
私は、就職して二十数年が経ちましたが、就職一年目から本会の会員です。仕事を始めたころは、
本会のことがあまりわからないまま、編集広報の手伝いや、地区活動委員等で手伝いをしていまし
た。そして様々な日本放射線技師会主催の講習会等にも参加していました。今思うと本会会員にな
ってから日本放射線技師会の方針がコロコロ変わり、会の動きに翻弄されていたように思います。
会員となり数年経つと、このことが少し日本放射線技師会に対しての不信感になっていたように思
います。六年前に常務理事への委任を受けた時もこの気持ちを引きずったままでした。
常務理事となり、地区企画担当の活動としては、初年度が中四国フォーラムを高知で開催する前
年度にあたり、右も左もわからないまま準備し、次年度にフォーラムの本番をむかえました。最近
では本会が毎年参加している大きなイベントのリレーフォーライフですが、リレーフォーライフが
まだ小さなイベントの頃から準備・参加もしました。
三年前には本会が公益法人を取得し、本会名が高知県診療放射線技師会と改名されました。これに
より、公的に正式な会の運営が必要になり、本会の在り方を考え直し、同時に県への提出書類等も
略式にそった物が必要となっています。
つい先日は、五年に一度開催される六十周年記念事業もありました。この他にも毎年開催される地
区会・講習会・県学術大会・総会等にもできる限りでしたが参加させていただきました。自分が地
区企画担当をした六年の間には，たくさんの特別なイベントが目白押しで、特に中四国フォーラム
という参加人数が 700～800 名の大きな学会と、高知県・高知市・県外会長など多くの来賓が訪れ
る六十周年記念事業の準備・開催では貴重な経験をさせていただきました。
本会が公益法人を取得する際には、私はお役に立てませんでしたが、会長・副会長の三役、監事の
皆さん他の頑張りを目の当たりにし、頭が上がらない思いです。この他にも会の運営など様々なこ
とをご指導いただきました。
この六年の常務理事の経験から感じたことは、日本診療放射線技師会と高知県診療放射線技師会
のような地方会の活動は違うものだと認識したことです。日本診療放射線技師会の活動にも大切な
ことはありますが、個人的には今も「？」の部分があります。日本診療放射線技師会の活動に対し
ては、これからも自分でよく見極めて参加したいと思っています。
地方会は、県下の診療放射線技師にとって情報の発信源であり、県下の病院同士、技師同士のつな
がりに大変貢献しています。
もちろん、これは理事として本会に関わらないとわからない部分もありますが、この六年間で同職
種の会員の皆さんに多く顔を覚えていただきました。このことは、自分にとってプラスとなりまし
た。
理事の皆さんは多くの時間を割いて日本・高知県診療放射線技師会の事業を準備してくださって
います。これからも、ぜひ会員の皆さんも日本・高知県診療放射線技師会の事業・イベントに参加
してみてください。
まずは、５月１７日（日）の総会が一番近い事業となります。皆さんの参加を心よりお待ちしてお
ります。
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示
平成 27 年 3 月 31 日
(公社)高知県診療放射線技師会選挙管理委員会
委員長 吉永 優一

定款第 10 条および第 11 条に基づく平成 27・28 年度の役員選挙について、
下記候補者の届出を受理したことを公示する。

25037 巴

昭彦（潮江高橋病院）

〈立候補〉

30541 高橋

宏幸（近森病院）

〈立候補〉

25165 伊東

賢二（高知大学医学部附属病院） 〈立候補〉

25663 藤田

純二 (いずみの病院)

〈立候補〉

26540 中村

伸治（近森病院）

〈立候補〉

29538 大野

貴史（高知医療センター）

〈立候補〉

34924 池

三二雄（細木病院）

〈立候補〉

37218 三好

裕司（高知赤十字病院）

〈立候補〉

45355 足達

麻衣（高知生協病院）

〈立候補〉

32411 柳本

禎久（梼原病院）

〈立候補〉

34410 板山

和幸（木俵病院）

〈立候補〉

36383 岡林

史朗（幡多けんみん病院）

〈立候補〉

37786 楠永

倫也 (ＪＡ高知病院)

〈立候補〉

38541 小松

剛 (細木病院）

〈立候補〉

43637 保川

幸稔（高知医療センター）

〈立候補〉

49806 菊池

真司（高知赤十字病院）

〈立候補〉

53613 近藤

匡史（国立病院機構高知病院）

〈立候補〉

60360 山中こず恵（もみのき病院）
監

〈立候補〉

事

14987 清水

雅明（上町病院）

〈立候補〉

24578 楠瀬

正哲（三愛病院）

〈立候補〉

候補者数が定数をこえていないため、
平成 26 年度総会に上程し、総会の決議により決定します。
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会の動き
平成 27 年度 第 1 回常務理事会
4 月 7 日（火）、高知市総合あんしんセンターにて第 1 回常務理事会を開催した。

平成 26 年度 高知県診療放射線技師学術大会 開催

学術

3 月 21 日（土）
、高知市総合あんしんセンター（中会議室）にて平成 26 年度高知県診
療放射線技師学術大会を開催した。
今年度は連休初日及び直前の会場変更等にも関わらず５０名（非会員、講師陣含む）の
参加者で 13；30 開会し 17：00 に閉会した。一般演題数では９題の応募となり、機器管
理、検査研究、状況報告、災害対策等多岐にわたる発表がおこなわれました。
特別講演は２講演をおこない、特別講演１では近年注目されている「乳房トモシンセシ
ス」の最新技術の紹介、特別講演２ではＪＡＲＴより小川副会長を招き、
「診療放射線技
師法の改正と今後の方向」について講演頂いた。
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藤本

純平：ｷﾀﾑﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ

）

このたび、高知赤十字病院のホープ伊藤技師さんよりエッセーのバトンを引き継いだ
キタムラメディカルの藤本純平です。
私は入社してすぐに高知赤十字病院様の担当となりその間５人の技師長様方や技師さんに
可愛がっていただき 28 年担当させていただきました。本当にお世話になりました。
またこの度、会社規定により役職定年を迎えキタムラメディカル高知営業所長を退任いた
します。３４歳で所長を任命され無事任期を満了することができました。これも技師会の
皆様をはじめお客様やスタッフのおかげだと心から感じております。どうもありがとうご
ざいました。
学校を出てすぐキタムラに入社し当時、メディカル事業部だった高知営業所に配属にな
り、ずっとそのままです。（キタムラグループ全社の同年代で、勤務場所も所属も変って
ない人はたぶん私だけだと思います。
）
役定になれば退職し、ルーマニアでラーメン屋を計画していましたが、計画が頓挫しても
うしばらくキタムラメディカルで頑張る予定ですので、皆様今後もよろしくお願いいたし
ます。
私は父親の影響もありずいぶん前からゴルフを楽しんでいました。しかし５年ほど前か
ら首や肘が痛くなり遠のいていましたが、体も良くなってきたので最近はゴルフトレーニ
ングに通って復活を目指していますが「１００」を切るのがやっとの状態です。
有名な早明浦病院の池野プロや、一陽病院の山崎プロ、竹下病院の野村プロにＫＲＴＡゴ
ルフ同好会で、痛い目に合わされていますので気合入れて頑張ろうと思っています。
ＫＲＴＡはフランクな会で、ゴルフだけでなくいろんな情報を仕入れる事ができ楽しい会
です。ゴルフやられる方は老若男女ぜひ奮って参加お願いします。
さて、次のバトンは、こころよく引き受けてくださったＫＲＴＡの幹事。
高知厚生病院の村田浩一さんにお渡ししたいと思います。村田さんにＫＲＴＡ幹事ご苦労
様の気持ちをこめてタッチいたします。よろしくお願いします。

平成 27 年 5 月 1 日発行第 437 号

技師会だより

（5）

お知らせ

高知県技師会会費振込先変更のお知らせ
会計常務理事 池 三二雄

高技技へ直接会費を振込んで頂いている会員の皆様へ
～会費振込口座変更についてのお願い～
このところ、毎年のように会費の納入方法に変更があり、またかと思われ
る会員の方もおられると思いますが、ゆうちょ振込専用の口座を廃棄します
のでよろしくお願いします。
平成 27 年度より下記のゆうちょ銀行の振込用紙をお送りしますので、
そちらの用紙にて振り込みをお願いします。
昨年度以前の振込み用紙はご使用にならないでください。
廃棄口座に振り込まれてしまいますのでご注意ください。

ゆうちょ銀行 記号 16460 番号 6677231
公益社団法人 高知県診療放射線技師会
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総務報告（２０１５年４月７日現在）
１．高知県の会員数

２１７名

２．Ｈ２６年度会費納入者

２１０名

賛助会員

１０社

３．Ｈ２５年度未納入者

４名

４．Ｈ２６年度新入会員数

４名

（今月の新入会）

０名

５．Ｈ２６年度再入会員数
（今月の再入会）

１名
０名

６．Ｈ２６年度退会者数
（今月の退会者）

４名
３名

武石

毅

（高知検診クリニック）

倉本

富行（自宅）

横田

数男（自宅）

７．今月の会員異動

なし
(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
今月は定期総会が開催されます。
役員改選など大事な議案もありますが、日頃感じている意見などを
会員みんなで共有できる場でもあります。
多くの会員が参加されることをお願いします。
おおの

