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『BASEBALL』 
企画担当常務理事 三好 裕司  

 

 皆さんこんにちは、このたび、企画・組織担当常務理事をすることとなりま

した、高知赤十字病院 三好です。私は以前に中央東地区の地区理事をさせてい

ただいておりましたが、久保前理事のあとを受け、高知県診療放射線技師会の会

務の役に立とうと、日々頭を悩ませております。地区理事の時とはまた違った会

務の流れに戸惑いながらも、先輩理事の方々にご指導いただきながら何とかやっ

ている次第です。今後ともよろしくお願いいたします。 

さて、皆さんにはそれぞれにご趣味があろうかと思いますが、私にとっては

「野球」がそれにあたります。小学４年生の時から始め、気づいたら最近までや

っていました。云わゆるサウスポーでして、守備位置は投手（ピッチャー）、一

塁手（ファースト）、外野手は全て経験済みです。小中高ではさほどよい成績を

記憶していませんが、短大を卒業後約５年間のブランクを経て、父の紹介で「植

野陶器店」という軟式社会人野球部に入部。そこでより一層野球の楽しさを知っ

たわけです。入部年早々に西日本一部の大会に出場、3 回戦まで進出、滋賀県での

思い出は今でも鮮明に覚えています。それ以降、高知県内での職場早起き野球で

の一部優勝、天皇杯出場、さらには２０００年富山国体出場と、たくさんのいい

思い出を作ることができました。国体では天皇陛下を拝見でき、全国６位入賞を

果たすことができました。また現在勤務している高知赤十字病院では、四国予選

を通過すれば出場できる全国赤十字病院スポーツ大会というものがあり、過去に

和歌山・愛媛・秋田・岡山・福岡での全国大会に出場しました。あと、本技師会

でも野球大会があり、島根の出雲ドームで前岡林会長たちと共にプレーしました。

そんなこんなで私は人生のほとんどを野球に費やしたといっても過言ではありま

せん。今では中学３年になる長男の野球を応援する日々です。ぜひ息子には野球

人の夢である「甲子園」出場を目指して頑張ってもらいたいです。 

私事を長々とすみません。体は悲鳴をあげている今日この頃、野球で培った経

験をこれからの技師会活動に役立てれば本望です（笑）。 
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会の動き 
平成 27 年度 第 6 回常務理事会 
 

9 月 1 日（火）、高知市総合あんしんセンターにて第 6回常務理事会を開催した。 

 

第 1 回講習会（サーべイメータ校正）報告             学術 
 

 9 月 6 日（日）15：00 より本会会議室にて第一回講習会「サーべイメータ

校正」を開催した。昨年に続き（株）住重試験検査にお願いし、講師の先生によ

る校正の講義（基礎～概論）、続いて各施設から持ち寄られた線量計による

校正実技を行った。 
 今回、11 名の受講で 13 台（10 施設）の線量計が規格に合格し校正された。 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お知らせ 
第 2 回講習会                                  学術 
 

 今年度、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。演題①では「ＭＡＧiC」，「ｆｏｃｕｓ」等の

MRI 最新撮像法の紹介、演題②ではモニターを用い「トモシンセシス画像」

を実体験して頂きます。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 



平成 27 年 10 月 1 日発行第 454 号        技師会だより                （3） 

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。 

 

平成２７年度第２回西南部地区会および 

第２２回西南部地区画像研究会および懇親会のお知らせ 

                     西南部地区理事 岡林史朗 
 

日時  平成 27 年 11 月 28 日 （土） 
    平成 27 年度第２回西南部地区会 14：00～ 
    第 22 回西南部地区画像研究会  15：00～ 
    情報交換会           18：00～ 
場所  幡多けんみん病院３F 中会議室 
 
 秋の気配も感じてきだしたこの頃ですが皆様いかがおすごしでしょうか。 
 第 22 回西南部地区画像研究会を上記の要領で行います。 
本年度は高知医療センターの野田先生をお招きし講習会を開催します。演題
名は「血管系腹部救急 CT」です。例年野田先生のお話しはおもしろく参加
された皆様に好評をいただいています。地区内外からの多数のご参加をお待
ちしております。 
 また画像研究会の後に情報交換会も設けます。こちらも野田先生を囲んで
の情報交換会となりますのでここだけのお話しを拝聴できることと思います。
みなさまのふるってのご参加をお願いいたします。詳しい内容は幡多けんみ
ん病院放射線室（0880-66-2222）、岡林までお願いします。 
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 その 137（ 山中 こず恵： もみのき病

院 ） 
 

同仁病院の金枝さんからバトンタッチされたもみのき病院の山中です。金枝さんとは、

CT や MR の勉強会でよくお会いしていました。7 月に開催された夏季学術大会でもお会

いしたのですが、岡山駅で私に声をかけられた金枝さんは不運だったかもしれません。ま

だ時間に余裕があったため歩こうという話となり、岡山駅から岡山大学まで 30 分ほど歩

く羽目になったからです。日差しを避けて通れる木立の多い用水路沿いを歩いていったの

ですが、ことのほか遠く、金枝さんの「もう着いたんじゃない」の言葉に道を間違えたか

とひやひやしながら岡山大学に到着しました。金枝さん、一休みする予定ができなくなっ

てしまい失礼しました。 
 私が技師会を退会してウン年ぶりに再入会をしたのが、一昨年になります。その年の勉

強会で岡林前会長にお会いしたのがきっかけで、JART の女性活躍推進班で任期 2 年の活

動をすることとなりました。女性活躍推進班は、全国を地域ごとに分けて活動をしており、

高知は中四国 9 県（CS9 の名称はここから）のグループになります。活動の内容は、

CSFRT 後に 2 時間のイベントを開催しています。今年の内容は、コミュニケーションや

患者移乗についての内容となっています。また、県内の活動としては、リレーフォーライ

フでマンモの検診推進活動を予定しています。両イベントともに、皆様ふるってご参加く

ださい。 
･･･これ、エッセーと言うよりイベント告知になっていますね。 
 ちょっと話題を変えて。昨年、職場でマラソンがブームとなり、それぞれが目標を目指

して走りました。私は、日高の茂平マラソン（ハーフ）に参加したのですが、下半身の筋

力不足が露見し、足を引きずるようにしてゴールする羽目になりました。うーん、気分が

すっきりしない。今年は、ウオーキングで鍛えて楽しく完走するぞと楽しみにしていたの

ですが、残念ながら京都の学術大会とかぶってしまいました。次は、健康マラソンを目指

して練習です。 
 苦手な作文が煮詰まってきたので、そろそろ次にバトンを渡したいと思います。女性活

躍推進班で一緒に活動をしているいずみの病院の横田さんです。色々と相談にのってもら

って、心強い味方です。それでは、横田寿賀子さんにバトンタッチ！ 
 
 

 
 

其の 31 
 

 新人紹介です。今回は、8月に入会を承認された近森病院の林さんです。 

まずは、あなたの出身地・出身校について教えてください。 

－氏名は林憲司（はやしけんじ）です。出身は岐阜県多治見市です。多治見市は日本でも有数

の猛暑の厳しいところです。自然が豊かで、また名古屋に近いので、適度に自然と都会のバラン

スがとれたところです。 

新入会員、いらっしゃ～い！  
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出身校は愛知県にある藤田保健衛生大学です。藤田保健衛生大学は大学病院と併設された

医療系に特化した大学で、「良き医療人」を育成するために他学科の学生と合同で授業するプロ

グラムに力を入れていたりと、学生の内からチーム医療の重要性を育むことに重きを置いている

大学です。 

私は岐阜県から来ましたが、高知県は自然に恵まれていて海も山も大変綺麗で、また鰹をはじ

めとした料理もおいしいものばかりで素晴らしいところだなと感じています。 

まずは高知を思いっきり楽しんでくださいね。では、現在の勤務先と職場の様子を聞か

せてください。 

－現在は社会医療法人近森会 近森病院に勤務しています。技師配属数は２８人です。 

近森病院は高知県の地域に真に求められる医療の提供を目指し、急性期医療を中心として地域

医療連携に力を入れている病院です。急性期医療を中心として２４時間３６５日動いている病院

であり、常に迅速・的確・効率が求められています。業務をスムーズに行うための体系も非常に

効率的なものになっています。近森病院では、一般撮影・CT・MRI・RI・マンモグラフィー・骨塩定

量・血管撮影・各種 X 線透視検査・ポータブル撮影の検査を行っています。 

もうフルに活躍されているようですね。では、現在放射線技師の資格以外に何かお持ち

ですか？ 

－診療放射線技師以外に資格は持っていませんが、MRI に興味があり、将来的には磁気共鳴

専門技術者認定資格の取得を目指して勉学に励んでいきたいです。 

まず目標を持って仕事をすることは大変有意義ですね。たくさん、認定資格があります

のでチャレンジしていってください。ガラッと話題を変えて趣味について教えてください。 

－妻と旅行に行くことと部屋の掃除と模様替えがマイブームです。旅行は近場でもいいので、ちょ

っと日常とは違う景色を妻と一緒に見に行くことが楽しみです。今度、愛媛の道後温泉に旅行に

行くので楽しみにしています。 

旅行はいいですねぇ。が、部屋の掃除がマイブームとは・・・。我が家もお願いしたい

です。最後に技師歴と志望動機などを聞かせてください。 

－技師歴は６年目です。私は診療放射線技師を志す前は、物理系の大学を卒業し、大学院で研

究していました。大学院で研究している過程で、放射線を医療分野に利用し、放射線とは利用次

第で診断にも応用できるものだということを知りました。医療分野における物理学の利用というの

は、医師が外から見ただけではではわからない患者の体内の情報を、物理学を駆使して知るこ

とができ、迅速・正確な診断・治療に役立てることができる大変有用なものであるということを認

識し、大変魅力に感じました。私の得意分野を駆使して社会のために、特に、今困っている人・弱

っている人・傷ついている人に元気になってもらえる手助けをしたいと志しました。 

そして、臨床で物理学を駆使して働いている人たちが診療放射線技師であることを知り、私も診

療放射線技師になる事を志しました。 

これからは、常に患者さんの気持ちを考えて行動できる姿勢を持ち、診療放射線技師として更に

研鑽を積み、認定資格取得をはじめとして、専門分野に特化した診療放射線技師になりたいと考

えています。 

知識に裏付けされた患者思いの技師を目指してください。そのために、技師会の活動を

どんどん利用してくださいね。ありがとうございました。 
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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３１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     ４名 

４．Ｈ２７年度新入会員数    ７名 

 （今月の新入会）       ２名 

   宮榮 克孝 国立病院機構高知病院 （中央西地区＜Ｅ＞） 

   土居 伸匡 もみのき病院 （中央西地区＜Ｆ＞） 

５．Ｈ２７年度再入会員数    １名 

（今月の再入会）       １名 

  田村 沙織 吉井病院 （西南部地区＜Ｂ＞） 

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。 


