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『シルバーウィーク』 
学術担当常務理事 藤田 純二 

 

今月（９月）後半に大型連休（シルバーウィーク）がやってきます。行楽等の計画を立て

られている方もいらっしゃると思いますが 2009 年以来となる「シルバーウィーク」の成り

立ちについてお話します。 
その名称は映画界発祥の用語で、「日本の映画会社、大映の専務によって 1950 年代

前半に作成され同社によって提唱された、4 月末から 5 月初めにおける大型連休の呼称

「ゴールデンウィーク」と同様に、同じ松山英夫氏が作成し同社によって提唱されたもので、

同社は秋の文化の日を中心とした期間を「シルバーウィーク」と名付け宣伝を行った」とあ

ります。その後、ゴールデンウィークは 1950 年代中盤頃には一般的に定着しましたが、

シルバーウィークは定着せずに消えていったそうです。 
復活の基は「ハッピーマンデー制度」より敬老の日が 9 月第 3 月曜日となり、

1985 年の国民の祝日に関する法律（祝日法）に、「その前日及び翌日が「国民の

祝日」である日（日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く）

は、休日とする。」という改正がされました。（ここからが少し難解？）そのため、秋分

の日が 9 月 21 日・22 日・23 日のいずれかで、かつ水曜日だった場合、その 2 日

前が必ず 9 月第 3 月曜日なので敬老の日となり、その両日に挟まれた火曜日が国

民の休日となります。この結果、日曜 - 水曜日が 4 連休、土曜日を休日として扱

うと 5 連休となります。なお、秋分の日は 9 月 24 日になる可能性もあるが、この

日が水曜となった場合の第 3 月曜は 22 日ではなく 15 日なので、4（5）連休には

なりません。また 9 月 22 日が秋分の日、かつ、前日の 21 日が第 3 月曜の敬老の

日と重なる場合も、23 日が振替休日とはならないので 4（5）連休とはなりません。 

このように暦上の偶然？が成立した場合に限り大型連休のシルバーウィークが

生まれるのです。ご存知のように経済効果面では連続休日ができる事で観光や飲

食など様々な産業分野で余暇消費支出が増える経済効果が期待されますが、医療

業界には１部を除きプラス効果は期待できません。ちなみに現行法では次にシル

バーウィークがあるのは 2026 年だそうで、この貴重な大型連休を「仕事」になっ

た方には気の毒ですが有効に使いたいものです。 
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会の動き 
平成 27 年度 第 5 回常務理事会 
 

8 月 4 日（火）、高知市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 27 年度 第 1 回地区活動部会議事録 
 

日 時  2015 年 7 月 23 日（木） 18:30～19:30 
場 所  総合あんしんセンター２階、本会事務所 会議室 

出席者：森安由圭、北野雅子、小松勇介、保川幸稔、中田暢将、菊地真司、髙橋健次郎、

三好裕司、近藤匡史、西川恭平、山中こず恵、伊東 賢二、髙橋宏幸 
書 記：髙橋宏幸  
 
○議 題 
  本年度の高知診療放射線技師会事業に対して各地区の担当仕分け 
１、講習会①サーベイメータ校正：中央東地区メイン  

9 月 6日(日)学術担当を中心に、あんしんセンター本会会議室で予定している。 

   地区理事は、校正するサーベーメータの台数報告をお願いします。 

２、リレーフォーライフ：東部地区メイン 

    全地区で応援協力をお願いをする。 

   ・リレーウォーク出場予定    24 時間の参加時間割にて確認する。 

・ルミナリエろうそく付け、コース作り。 

・高知県放射線技師会のブース作り、パネル展示、被ばく相談係り。 

・高知県の女性活動推進班による催し(活動)として、マンモ関係のパネル展示。 

マンモ認定施設の高知県内一覧表を作成し、検診推進の協力をする。 

・骨密度測定をおこなうかは、未定。(機器、操作など未定。) 

   ・焼肉は、例年通りおこなう。業者の選定は、東部地区に委任する。 

     人数の把握と高知県診療放射線技師会から予算をとる。 

・後片付け。全地区の力を合わせておこなう。 

 ３、講習会 

各地区の講習会は、その地区でお願いする。 

・学術、地区講習会の具体化 

中央西地区は、東部地区と合同で放射線治療を考えている。 

４、学術大会：中央西地区メイン 

受付、会場設営、会場運営の手伝いをする。 

５、その他 

・東部地区でソフトボール大会を予定している。 

・イベントは、各地区で検討する。 

・アンケート調査 

可搬媒体による医療画像提供について(技師長会より) 

現在の案から、さらにアンケートの内容を検討する。 
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平成 27 年度 第 4 回理事会議事録 
 

日   時  2015年 8月 8日（土）15:00～16:40 場  所  本会事務所 会議室 

理事総数及び定足数  総数 18名、 定足数 10 名 

出席理事数  11名 

（出 席） 理 事 巴 昭彦、髙橋宏幸、伊東賢二、中村伸治、藤田純二、大野貴史、 

足達麻衣、柳本禎久、小松 剛、山中こず恵、楠永倫也 

監 事 清水雅明、楠瀬正哲 

（欠 席） 三好裕司、近藤匡史、板山和幸、池三二雄、岡林史郎、保川幸稔、菊地真司 
 

議  題  決議事項 

第 1号議案『入退会の承認』の件 

第 2号議案『地区活動部会の報告』の件 

第 3号議案『本会と技術学会共催の講習会』の件 

      第 4号議案『中四国フォーラム高知大会』の件 

      第 5号議案『その他の議案』の件 

○報告事項 

〈会長報告〉 

(1) 日放技との学術業務委託契約の締結に関して、第 5号議案『その他の議案』で説明する。 

(2) 松岡税理士事務所より、「マイナンバー制度」の施行（10月通知・来年 1月開始）に伴っ 

て、個人情報等の取扱いに関して業務委託契約締結が必要となり、契約書が届いた。 

  第 5号議案『その他の議案』で審議と承認を頂きたい。 

(3) 表彰委員会を本理事会の前に14時より開催した。 

  議案は、「平成28年春の叙勲・褒章」の推薦と「第 44回医療功労賞」の推薦の件で、 

第 5号議案『その他の議案』で説明する。 

(4) 高知県への 2014年度事業報告書の提出の件 

6/24 に提出した書類に関して、県庁健康政策部（窓口：医療政策課）より 7/16 と 7/28 に

指摘があり、それぞれ再修正して提出した。今後は県庁法務課へ廻る予定。 

 (5) 創立 60周年記念誌の発行 

  8/1 に発行した。（編集長：秦泉寺節夫）現在配送中。 

(6) 高知県診療放射線技師学術大会の日程について常務理事会で検討した。 

第 5号議案『その他の議案』で了解を頂きたい。 

(7) 高知大学医学部放射線医学講座教授、山上卓士先生より「高知画像診断懇話会」発足に向 

けて、本会に世話人の要請があった。第 5号議案『その他の議案』で審議をお願いする。 

〈学 術〉 

(1) 統一講習会開催に伴い、本県単独で開催できるよう実習指導補助員の要請をお願いしたい。 

  第 5号議案『その他の議案』で説明するので審議をお願いする。 

〈地区・企画〉 

(1) 講習会等手伝い、リレーフォーライフの報告、高知県学術大会の開催準備を各地区で分担 

〈編集・広報〉 

(1) 放射線高知の合併号を作成。原稿締切 8月 20 日とし、10月 1日を発行日としたい。 

〈事務局〉 

 (1) 2015年度会費収入報告（2105年 8月 4日現在） 

  ・2015年度会費    135名  810,000 円（未納 80名 480,000円） 

  ・2014年度会費      7名  42,000 円（未納  5名  30,000円） 

  ・2015年度賛助会費   9社  250,000 円 

  ・放射線高知広告料   1社   20,000円 

  ・漏洩線量測定料    1件   20,000円 
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 (2) 2105年度会員報告（2105 年 8月 4日現在） 

  ・会員総数      217名（名誉会員・新入会員含む） 

   会費免除会員     3名（名誉会員） 

  新入会        5名（尾立隆史、 林 憲司、谷脇貴博、白石卓也、上村美沙希） 

  退 会（転出含む）  5名 

○決議事項 

 第 1号議案『入退会の承認』の件 

(1) 入会  尾立 隆史(ｵﾘｭｳ ﾀｶｼ)  高知大学附属病院 

         林  憲司(ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ)  近森病院 

      谷脇 貴博(ﾀﾆﾜｷ ﾀｶﾋﾛ) 近森病院 

      白石 卓也(ｼﾗｲｼ ﾀｸﾔ)  高知赤十字病院 

      上村美沙希(ｶﾐﾑﾗ ﾐｻｷ)  高知赤十字病院 

上記 5名の新入会員について本会への入会を承認頂きたい。 

審議の結果、出席理事の全員一致で承認した。 
 

第 2号議案『地区活動部会の報告』の件 

(1) 三好理事が作成した「第１回地区活動部会報告」（別添）に基づいて髙橋副会長が説明した。 

審議の結果、出席理事の全員一致で承認した。 
 

 第 3号議案『本会と技術学会共催の講習会』の件 

 (1) 伊東副会長より、高知県の技術学会員は 50 名ほどで、お互いに協力し合って講習会等を盛

り上げたいという意向を述べた。本会としては技術学会イベントの広報活動を中心に助力

し、協力をしていきたい。 
 

  審議の結果、出席理事の全員一致で承認した。 
 

 第 4号議案『中四国フォーラム高知大会』の件 

(1) 数年後に廻ってくる中四国フォーラム高知大会の準備と対応について 

2019 年に高知県で開催の予定であるが、かるぽーとに問い合わせた所、2019 年の 10 月、

11 月は県展等年間行事のため予約が厳しい状況（大ホール、小ホールは予約できるが 7 階

の市民ギャラリーの予約ができない）であり、空いている９月開催の検討も含めて主催者

となる中国四国部会でまずは検討をお願いしたい。 

開催場所と開催日程が決定後に本会は準備を検討したい。 

   

  審議の結果、出席理事の全員一致で承認した。 

 

 第 5号議案『その他の議案』の件 

(1) 公益社団法人日本診療放射線技師会と本会の学術業務委託契約の締結の件 

  日放主催の講習会を本会が実施する際の個人情報の管理や秘密保持・事故処理、講師費用

の支払い等、業務上必要不可欠と判断し契約を交わした。契約書は総務で保管する。 

(2) 松岡税理士事務所よりの業務委託契約締結の件 

  顧問税理士事務所との業務委託契約書の締結は、業務上必要なので承認を頂きたい。 

(3) 表彰委員会報告 

 ・表彰委員会内規を再検討した結果、委員委嘱の範囲を拡大することになった。 

  ①名誉会員 

  ②叙勲・厚生労働大臣表彰受賞者 

  ③会長経験者 

  上記の①②③の範囲から表彰委員を委嘱する。 
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 ・今年度の表彰委員 

委員長：髙橋正實（名誉会員） 

  委 員：德橋元久（名誉会員） 

       清水雅明（厚労大臣表彰受賞者） 

              楠瀬正哲（厚労大臣表彰受賞者） 

      岡林正光（会長経験者） 

 ・被表彰者の推薦の基準も再検討することとなり、次回の表彰委員会で内規を検討する。 

 ・今回の表彰の候補者は該当者なし。 

(4) 高知県診療放射線技師学術大会の日程の件 

  常務理事会での検討の結果、2016 年 2月 14 日(日)に開催する。了解を頂きたい。 

(5) 高知画像診断懇話会の世話人の件 

   この研究会に参加することにより診療放射線技師のレベルアップにつながるという趣旨で

本会よりの世話人（会長・副会長）要請を承諾する。回答は後日伊東副会長を通じて行う。 

了解を頂きたい。 

(6) 統一講習会実習指導補助員養成の件 

  静脈注射(穿刺を除く)講習会受講者の中から 2名を推薦したい。学術理事に一任する。 

  広島県開催の業務拡大講習会への参加のための費用（交通費と宿泊費）は、本会で負担。 

(7) あんしんセンターの会名および事務所の案内看板の件 

 ・建物の入口および玄関ホールの会名表示を変更可能か高知市に問い合わせる。 

 ・事務所の会名表示についてはドアの左側に『公益社団法人』を入れらるか？問い合わせる。 

(8) 委員会委員の承認 

  下記の総会運営委員と選挙管理委員について理事会の承認をお願いする。 

 ・選挙管理委員 

  永井畝久、廣瀬博文、宮榮克孝、吉永優一、森 亮介、建沼叡秀、 

 ・総会運営委員 

  淵上伸一、西内恒太郎、佐野友彦、竹中俊之、髙橋良幸、森安由圭 

 

  審議の結果、出席理事の全員一致で承認した。 

以上をもってすべての議案の審議が終了したので、16時 40 分議長は閉会を宣し、解散した。 

 
平成 27 年度 フレッシャーズセミナー報告               学術 
 

7 月 26 日（日）、本会会議室にて、フレッシャーズセミナーを開催した。 
午前 9：50 より開講式、10：00 よりプログラム順に①入会案内、②エチケット・マナ

ー、③医療コミニュケーションケーション、④被ばく低減、昼食を挟み午後より④感染対

策、⑤気管支解剖、⑥医療安全と行われ、セミナー終了後、閉講式にて「修了証書と記念

品」が巴会長より各受講者に授与され、フレッシャーズセミナーは終了した。 
 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

内容であった。今回はこれまでで最も多い 11 名（女性 3、男性 8）の参加となり、来年

度も多くの新人技師の参加を期待したい。 
 
《参加された方》 

林  憲司   近森病院           岩切 迅       大井田病院 

土居 大祐  近森病院           折上 拓也     田中整形外科 

戸梶 瑞希  近森病院           白石 卓也     高知赤十字病院 

水口 柚里  近森病院           上村 美沙希   高知赤十字病院 

松木 望     もみのき病院        野村 昇平     高知西病院 
土居 伸匡   もみのき病院       
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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 27 年 09 月 6 日(日)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、μ

Sv/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。 
第 2 回講習会                                学術 
 

 第 2 回講習会を装置メーカー2 社による画像・最新技術等の紹介で下記のとおり開催し

ます。ふるってご参加ください。 
 

日時：平成 27 年 10 月 24 日(土)15:00～17：00 
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） 

中会議室(3 階) 
 演題① MRI 最新情報提供  

            GE ヘルスケアジャパン・MR 営業推進部 

               診療放射線技師 吉野 要 先生 

 演題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 

                       上野 完 先生 
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第 19 回四国マンモグラフィ講習会（技師部門）のお知らせ 
 

１．日 時：平成 27年 11 月 21日（土） 8:30～19:00 

11 月 22 日（日） 8:30～17:00（予定） 

２．会 場：高知県南国市岡豊町小蓮  高知大学医学部看護学科棟ほか 

３．講習の対象者と定員 診療放射線技師 及び 医師 ５０名 

 通常の講習会受講で認定資格更新を希望される方 

（事前に主催者にお申し出がない場合は，更新対象外となります） 

 ※ 前回の認定試験から６ヶ月を経過していない方は今回の受講資格がありませんのでご了承下さい。 

４．受講料：30,000 円 （2日分昼食代込み） 

５．申込み方法 ：以下のアドレスに必要事項を記載のうえメールにて送信して下さい 

                        E-mail：kochi-mmg1@kochi-u.ac.jp 

 

〔記入必須〕  記載に不備がある場合は受講受付できない場合があります 

☆ 氏名(フリガナ)   性別   年齢   メールアドレス（連絡用） 

☆ 勤務先及び所属部署 勤務先住所 (郵便番号・都道府県名記載)  

勤務先電話番号   ＦＡＸ番号   

☆ 所属学会名  

（日本乳癌検診学会 日本放射線技術学会 日本乳癌学会 日本放射線技師会 等） 

☆ マンモグラフィ経験症例数(おおよその撮影症例数) 

☆ 今までのマンモグラフィ講習会申込み回数  

☆ 今までに受講した講習会をすべて記入 （講習会名・日程・場所） 

☆ 認定資格更新される方はその旨を記載下さい。 

６．申込み期限：平成 27年 9月 21 日（月） 必着  

＊講習会についてのご質問等は「kochi-mmg1@kochi-u.ac.jp」にお願い致します。 

 

  その 136（ 金枝 一宝： 同仁病院 ） 
 

生協病院の岡林さんからバトンタッチされた同仁病院の金枝です。 
元生協病院・元技師会役員のつながりで、公私にお世話になっています。「暫く書いてな

いろ」と言われ、引き受けました。それにしても長い会長職ご苦労様でした。 
技師の現状と将来の展望を自分なりに書いてみます。医大・国立・大規模な病院は機器

が多く日々の業務は多忙です。小規模病院・診療所では午前中に終わる程度の業務内容。

職場環境は様々です。学術・医療に真摯に取り組み、創意工夫で放射線分野を極めようと

大学院目指す方。院内の機器の統括管理。点検・修理・更新・買換え計画や提案。他の業

務のお手伝い。事務長業に従事する方、介護補助に協力する方もいます。技師以外にも

色々な業務に従事されている方も居り、皆さん器用です。そうした中で、注目するのは読

影補助です。思いのほか画像読めない医師が多いのに驚きます。この分野は技師の生き残

る有望な分野ではないでしょうか。読影能力劣る医師に誤診しないよう補足する意義は大

きいと考えます。技師の存在観を高める要因にもなります。技師としては病理分野が弱い

と思いますので、「病気がみえる」（メディックメディア）シリーズは平易で手始めには最

適な本だと思います。価格も 3 千円代でリーズナブルです。 
病理画像が豊富な「ロビンス基礎病理学」もお勧めです。 
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「疾患を読む」（医学書院）は医師の診断思考が思いはかれる変り種です。技師会には安

い講習会や e ラニングの開催や制度化に向けた活動を期待します。母校の先輩方が読影会

社を立ち上げたと聞き、高知でも可能性探ってみました。市場規模的に採算合わないのと

技師の読影能力を認める病院が少ない為、起業の可能性は低いと考えます。スキルアップ

が技師の存在感を高め、生き残る道と考えます。 
人は社会的動物です。誰かの役に立つと感じることが活力の源になります。病院関連だ

と患者さん目線で考えれば、多様な活動が出来ると思います。自分の心に正直で、心楽し

ければ有意義な人生と感じられるのではないでしょうか。 
 さて、次のバトンはもみのき病院の山中こず惠さんにお願いしました。講習会・研究

会・学会でよくお会いして、研究熱心な方です。技師会の企画・組織部門常務理事として

も活躍しています。気さくに声掛けしてくれて、話しやすい方なので無茶振りしました。

若い感性で、思いのままのエッセイお願いします。 
それでは、もみのき病院の山中こず惠さんにバトンタッチ！ 

 
 
 

其の 30 
 

 新人紹介です。今回は、8月に入会を承認された高知大学附属病院の尾立さんです。 

お名前とどのような学生生活でした？また高知県の印象はどうですか？ 
－尾立隆史（おりゅうたかふみ）です。大阪出身ですが、出身校は三重県の鈴鹿医療科学大学で

す。残念ながら、あっという間の大学生活でした。ゆえにあまり覚えてないです。しかも１０年前。

高知県の印象は…魚がおいしい♪ 

 確かに魚は美味い！ですね。では、現在の勤務先と環境をお答えください。 

-現在、高知大学学部附属病院 放射線部に勤務しております。技師の数は 27 人。 

やはり大学病院は研究機関ということもあり、研究、実験、学会発表がさかんです。諸先輩方の

偉大な実績を目の当たりにすると、自身の努力不足、力不足を痛感しております。 

CT 部門を担当しておりますが、膨大な知識、圧倒的な実行決断力を有する上司と日々過ごしな

がら己の無力に対する自己嫌悪の毎日です。 

 今、診療放射線技師以外にどんな資格に興味がありますか？ 

-最近は「あん摩マッサージ指圧師」に興味津々ですね。興味を持った理由は・・・結婚した時に便

利かなと。 

 あん摩マッサージ指圧師ですかぁ。結婚した時に便利なんですか？諸先輩方に聞いてみ

なくては・・・。では、あなたの趣味を聞かせてください。 

-ゴルフ：ほぼ週一回は土佐山田ゴルフクラブに居ますね。 

健康に良いとは思いませんが、他職種（医師、コメディカル）、他業種（教員、自営業、反社会勢

力等々）の普段かかわりのない方々と交流できるところがゴルフの一番の魅力かなと思います。 

 技師会でも毎年四国ゴルフ大会が開催されています。これにも参加してくださいね。 

今更ですが、技師歴何年？そして、何故、放射線技師に？ 

-技師歴は１０年です。目指した理由は恥ずかしくて言えません。現場一筋の「生涯、一平社員」

で頑張りたいですね。 

恥ずかしくて言えない理由。気になりますねぇ。技師会は、勉強会・情報交換会など

様々な企画があります。これらを上手に利用してスキルアップの助けにしてください。 

新入会員、いらっしゃ～い！  
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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８月４日現在） 

１．高知県の会員数     ２１７名 

２．Ｈ２７年度会費納入者  １３５名 

       賛助会員     ９社 

３．Ｈ２６年度未納入者     ５名 

４．Ｈ２７年度新入会員数    ５名 

 （今月の新入会）       ３名 

   谷脇 貴博 近森病院 （中央西地区＜Ｇ＞） 

   白石 卓也 高知赤十字病院 （中央東地区＜Ｊ＞） 

   上村美沙希 高知赤十字病院 （中央東地区＜Ｊ＞） 

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）       ０名 

７．Ｈ２７年度転出者数     １名 

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。 


