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所 感  

『総会総括』 
会長 巴 昭彦 

 
 

総会総括を書くにあたって、昨日の総会に出席して頂いた方と、委任状を送付して
頂いた皆さまに深く感謝を致します。おかげさまで総会が成立し、スムーズに議事が
進行し、無事に閉会することができました。「ありがとうございます。」 
 スムーズにと書きましたが、会場からの質問が少なく会員の声をあまり聞けずに終
わった感があります。その原因のひとつは、公益社団法人会計諸表の様式にあると思
います。正味財産増減計算書と、その内訳、貸借対照表と、その内訳等、公益社団法
人に移行してから財務諸表の様式が一変しました。執行部としてもまだまだ勉強不足
であり、今年度も会計処理の知識を深めていきたいと考えています。 
 さて会務ですが、県内で開催する講習会・学術大会が最も重要な行事です。地区か
らの企画の発信と、講習会・研修会への参加、積極的な演題発表を期待しています。
まずは、地区会に出席し、意見を述べ、大いに語り合ってください。 

また、今年度は日放の委託事業としての講習会が多く開催される予定です。フレッ
シャーズセミナーと一般撮影基礎講習会、そして業務拡大に伴う「静脈注射の抜針と
止血」「注腸」の講習会です。業務拡大というより、私たちが日常の医療現場で行って
いた業務について法的根拠を得たと考えています。静脈注射の講習会は抜針のあとの
止血が重要であり、18G の造影剤用の針は容易には止血が出来ません。新たな知識と
技術が必要となります。また、注腸に関しても法的に認められました。消化管検査に
携わっている方は、是非講習会に参加をお願いします。 
 最後になりましたが、6 期 12 年も会長を務めあげた岡林会長の後任として、総会
後の理事会で会長を仰せつかりました。高知県でひとり勤務の病院からの会長は初め
てのことです。至らない点が多々あると思いますが、ひとつずつ着実に会務をこなし
ていきますので、皆さまのご協力とご指導の程よろしくお願い申し上げます。 
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  公公  示示    

平成 27 年 5 月 17 日 
公益社団法人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 

 

平成 27・28 年度の役員選挙結果について 

平成 26年度公益社団法人高知県診療放射線技師会通常総会において、 

下記の理事が決定したことを報告する。 

 

記 
 

25037 巴  昭彦（潮江高橋病院）      

30541 髙橋 宏幸（近森病院）        

25165 伊東 賢二（高知大学医学部附属病院）   

25663 藤田 純二 (いずみの病院)           

26540 中村 伸治（近森病院）        

29538 大野 貴史（高知医療センター）    

34924 池 三二雄（三愛病院）        

37218 三好 裕司（高知赤十字病院）        

45355 足達 麻衣（高知生協病院）      

32411 柳本 禎久（梼原病院）        

34410 板山 和幸（木俵病院）        

36383 岡林 史朗（幡多けんみん病院）    

37786 楠永 倫也 (ＪＡ高知病院)          

38541 小松  剛 (細木病院）         

43637 保川 幸稔（高知医療センター）     

49806 菊地 真司（高知赤十字病院）     

53613 近藤 匡史（国立病院機構高知病院）  

60360 山中こず恵（もみのき病院）       

 

監   事 

14987 清水 雅明（自宅）        

24578 楠瀬 正哲（下司病院）           
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平成 27年度第 3回理事会において、下記のとおり執行部体制が決定した。 
 
 

役　　職 氏　　名 部門担当

1 会　　長 25037 巴　　昭彦 統　　括

2 副会長 30541 髙橋　宏幸 企画・組織

3 副会長 25165 伊東　賢二 学術・広報

4 常務理事 26540 中村　伸治 学術・教育委員

5 常務理事 25663 藤田　純二 学　　術

6 常務理事 37218 三好　裕司 企画･組織

7 常務理事 60360 山中こず恵 企画･組織

8 常務理事 29538 大野　貴史 広　　報

9 常務理事 34924 池　三二雄 会　　計

10 常務理事 45355 足達　麻衣 総　　務

11 理　　事 38541 小松　剛 企画･組織

12 理　　事 34410 板山　和幸 広　　報

13 地区理事 36383 岡林　史朗 西南部 地区･学術

14 地区理事 32411 柳本　禎久 西　部 地区･企画

15 地区理事 53613 近藤　匡史 中央西 地区･学術

16 地区理事 43637 保川　幸稔 中央南 地区･広報

17 地区理事 49806 菊地　真司 中央東 地区･学術

18 地区理事 37786 楠永　倫也 東　部 地区･企画

1 監　　事 14987 清水　雅明 監　　査

2 監　　事 24578 楠瀬　正哲 監　　査

執行部理事担当一覧
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会会のの動動きき  
平成 27 年度 第 2 回常務理事会 
 

5 月 12 日（火）、高知市総合あんしんセンターにて第 2回常務理事会を開催した。 

 
おお知知ららせせ  

平成27年度高知県開催「新人放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」 
主催 公益社団法人 高知県診療放射線技師会 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 
 

 高知県放射線技師会では、平成27年7月26日(日)に「日本診療放射線技師会」（JART）

との合同企画として「フレッシャーズセミナー」を開催します。 

会員・非会員を問わず受講できます。多くの方々の申し込みをお待ちしております。 

 

日  時：平成27 年7 月26 日（日）10 時00分～16 時50 分 

会  場：高知市 総合あんしんセンター内 高知県診療放射線技師会 事務所 

参加費 ：無料（ただし弁当が必要な方は会場で徴収します。） 

参加資格：なし（会員・非会員、年齢等 問いません） 

＊新たに診療放射線技師として勤務されている方を優先する場合があります。 

申込方法： TEL. 088-872-4585 潮江高橋病院 放射線科 巴 昭彦まで  
        Email. tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp 
 (記載事項) 氏名／生年月日（※修了書発行にあたって必要。和暦で記載） 

施設名／勤務先住所／勤務先電話番号／E-mail アドレス 

技師会会員番号（未入会の方は「未入会」と記載） 

申込期間：平成27 年6 月1日～7月13日 

[プログラム] 

10: 00～10：10 開会式   13：20～14：20  医療安全 

10：10～10：40 エチケット・マナー  14：30～15：30 気管支解剖 

10：40～11：10 医療コミュニケーション 15：40～16：10 被ばく低減 

11：20～12：20  感染対策   16：10～16：40  入会案内 

昼食      16：40～16：50 閉会式 

問合せ先 高知県診療放射線技師会 学術委員会 

担当 中村 伸治 Email. x-rayimage@chikamori.com 
 
地区会のお知らせ！                  地区・企画 
 

 平成 27 年度の地区会日程が決まりました。皆様、誘い合わせてご参加お願いします。 
 
【地区名】 【開催日時】   【場所】 
西  南(A,B)  6 月 13 日(土)16:00 から 木俵病院 18:00～別会場にて情報交換会 
西  部(C,D) 6 月 5 日(金)18:30 から    土佐市民病院 会議室  

中央西(E,F,G) 6 月 2４日(水)18:00 から 総合あんしんセンター本会事務局 
中央南(H,I) 6 月 25 日(木)18:00 から 高知医療センター1 階研修室 2 
中央東(J,K) 6 月 17 日(水)18:00 から 高知赤十字病院南館 1 階外来ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 

東  部(L,M) 6 月 19 日(金)18:30 から 高知大学臨床講義棟 1 階第 2 講義室 
積極的に参加をお願いします。 
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その 133（ 村田 浩一：高知厚生病院 ） 

 

株式会社キタムラメディカル藤本純平さんからバトンを頂きました厚生病院の村田です。 
 この仕事に就いて気が付くと 32 年目になります。最初の頃はあまり藤本さんとは接点

はありませんでしたが、25 年ほど前にゴルフを始めまして高知県の技師が中心となって

開催している「KRTA ゴルフコンペ」に参加させて頂く様になりその頃からゴルフ・仕事

両面で大変お世話になっています。藤本さんは、なかなか「読めない」人で「これだけハ

ンデがあれば勝つだろう」とみんなが思っているうちは鳴かず飛ばずで、忘れた頃にぶっ

ちぎりで優勝をさらっていきます。 
 さて、私個人の話になりますが以前は時間があればゴルフ練習場にいましたが、最近は

時間があればカラオケ BOX にいます。「LIVE DAM」という機械を使って全国の猛者た

ちと競い合う全国採点「ランキングバトル」がなかなか面白くて・・・。 
しかも女の子の曲をこんなおっさんが歌ってトップ争いを繰り広げるというかなりコアな

カラオケ（ホラーという噂もチラホラ）を楽しんでいます。 

毎月リセットされますので、その曲の月間トップを目指してみんなが歌う訳です。 
特に、新曲の発売月は初代チャンピオンを狙って大勢の猛者が集まりますのでかなり難し

いですね。有名どころでは、2012 年 11 月 7 日に発売になった西野カナさんの

「Always」という曲で初代トップを獲りましたし、新しい所では先月（4 月）に発売にな

った HKT48 の「12 秒」という曲でも獲りました。この曲は、25 日にカラオケ配信され

ましたからたったの 6 日間で初代チャンピオンを争う短期決戦！99.784 点を叩き出して

2 位との差は 0.016 点という僅差の勝負を制しました。ちなみに、女性曲でも上位陣はほ

ぼ全員「男」です。まぁ、99 点を超えて小数点以下 2 ケタ 3 ケタで勝った負けたなんて

下らない事に一生懸命になるのは大体男って事でしょうかね。 

興味ある方は、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか？ 
 私がバトンをお渡しする方は、島津病院の北川保浩さんです。 
彼とも KRTA のゴルフでいつも一緒にラウンドしていますし、四国地区の技師会でのゴル

フ大会の幹事を二人で担当しています。 
いつも飄々としている温和なお顔からは想像出来ない力強いショットを最初に見た時は、

驚いたものでした。定年を迎えてからもずっとゴルフは続けていきたいものですね。 

 それでは、島津病院の北川保浩さんにバトンタッチ！ 
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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 
 

総務報告（２０１５年５月１７日現在） 

１．高知県の会員数     ２１２名 

２．Ｈ２７年度会費納入者   ５１名 

       賛助会員     ０社 

３．Ｈ２６年度未納入者     ７名 

４．Ｈ２７年度新入会員数    ０名 

 （今月の新入会）       ０名 

５．Ｈ２７年度再入会員数    ０名 

（今月の再入会）       ０名 

６．Ｈ２７年度退会者数     ４名 

 （今月の退会者）       ４名 

筒井誠次郎 （海里マリン病院） 

野口翔嗣  （幡多けんみん病院） 

山﨑大輔  （幡多けんみん病院） 

武田征英  （自宅） 

７．Ｈ２７年度転出者数     １名 

小野 勇  （自宅：転出退会・愛媛） 

８．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。 


