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『老いを考える』 
事務局担当常務理事 足達 麻衣  

 

『ピンピンコロリ』誰しもが望む最後の姿だと思います。人はみな年をとりま

す。例外なく年老いていくのです。今は老いた自分の姿を想像できなくても、医

療現場にいれば多くの高齢者の姿を見るでしょう。同じ年齢でも身体の状態は千

差万別です。しっかり自分の足で歩き、会話もできる 100 歳近い方を見ると、

果たして自分はこの方の年まで生きられたとして、こんなに元気にいられるのだ

ろうか？とよく思います。あらゆる事が若い頃の時のようにできなくなってもど

かしさを感じるという声、あちこちが痛くて動けない等々。どこも何ともないと

いう方は少ないかもしれません。そういう身体の変化と上手に付き合いながら自

分らしく生き、最後を迎える気持ちが必要となるのではないでしょうか。健康と

は病気が何もないということではないと思います。昨日より今日が、明日が一層

意欲的に楽しく生きられる。ということだと思います。年をとると出かけるのが

億劫になるでしょう。でも、テレビとの会話ではなく人と人との会話、触れ合い

がハリとなって生きる力となるのではないでしょうか。その点女性は上手ですよ

ね。 
もう一つ、自分の身体の事の他に考えなくてはならないことがあります。終の

棲家をどうするか？今の世の中は核家族化が進み、一人暮らしの高齢者、高齢夫

婦世帯が増えています。まだまだ自分の身体が動くうちは自宅で良くても、いつ

かは誰かの手を借りないと生活ができなくなってきます。その支えとなるのは圧

倒的に家族です。老々介護も多くなっています。しかし、慣れない日々の介護で

疲れ果てストレスがたまりついに…。その介護負担を軽減する策が介護保険制度

だったはずです。けれど、さまざまなサービスを利用しても介護認定度によって

受けられるサービスの限度が決まっているために満足のいくものになっていない

ような気がします。上限いっぱいに利用し、それ以上となると全額自己負担。で

は、自宅以外の場所で終の棲家を探すとなると…。施設への入所となるでしょう。

さまざまなタイプの施設があり、介護認定度によっては入所対象にならない場合

もあります。希望してもなかなか空きがなくて待機となる場合も多く、年金のみ

で生活されている方となると利用できる施設は限られてきます。施設利用料等の

事を考えるとやはり自宅となるのでしょうか。もっと生きていきやすい世の中に

ならないものかと思う今日この頃。 
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会の動き 
平成 27 年度 第 7 回常務理事会 
 

10 月 6 日（火）、高知市総合あんしんセンターにて第 7回常務理事会を開催した。 

 

リレー･フォー･ライフ・ジャパン 2015 高知                企画 
 

 10 月 10 日(土)～11 日(日)、がんと向き合うチャリティーイベントであるリレー・フォ

ー･ライフ・ジャパン 20１5 高知が高知大学農学部グラウンド(物部キャンパス)にて開催

された。 
本会は今年も参加し、テントブースでは放射線パネル展、放射線被ばく相談、女性会員

によるマンモ検診相談をおこなった。ブースには、11 名の相談者が訪れ、医療被ばく、

マンモ検診相談対応では、熱心な相談者にも診療放射線技師としての専門性を十分生かし

た説明に納得されていた。また、診療放射線技師の啓蒙活動としてパンフレット配布やこ

のイベントのメインである 24 時間リレーウォークには、28 名の会員が参加した。 
このイベントは、日頃同じ時間を共有する場がない会員や近隣ブースの他職種と夜のバ

ーベキューや同じコースを歩くことなどで、連携が生まれる良さがあるイベントでもある。  
また、ルミナリエバックに描かれた言葉や絵画に心打たれることがあったのでは？医療

人として、初心にかえって業務にあたろうと感じた方もいたのではないでしょうか？  
来年もよろしく。 
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お知らせ
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。 
 
第 13 回 MDCT 研究会のお知らせ 
 

場  所 ： 高知医療センター１階 「研修室」  

日  時 ： 平成２７年１１月１３日(金)18:45～20:15 
 

一般講演 1 「80 列 CT の使用経験」   

もみのき病院   山中こず恵 先生 

 

一般講演 2「頭痛の画像診断～読影補助のワンポイントアドバイス」 

もみのき病院技師長  水口 紀代美先生 

 

特別講演  「血管を撮る～CTAngiography の到達点と今後」 

倉敷中央病院 放射線部主任  山本浩之先生                       
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業務拡大に伴う統一講習会開催について                学術 
 

 診療放射線技師法が 2014 年 6 月 18 日に一部改正されました。具体的には、CT・
MRI 検査等での自動注入器による造影剤の注入、造影剤注入後の針の抜針・止血や、下

部消化管検査の実施（ネラトンチューブ挿入も含めて）、画像誘導放射線治療時の腸内ガ

スの吸引のためのチューブ挿入であり、診療放射線技師の業務内容の拡大です。以上の業

務を行うため、医療の安全を担保することが求められています。必要な知識、技能、態度

を習得することを目標として、日本診療放射線技師会主催の「業務拡大に伴う統一講習

会」を高知県診療放射線技師会が委託を受け、開催いたします。多数の参加をお願い致し

ます。 
記 

開催日 ：平成 27 年 12 月 26 日（土）、27 日（日） 
開催場所：総合あんしんセンター 3 階 大会議室  定員  ：60 名 
申込方法：  日本放射線技師会ホームページ会員用システム内の 

イベント申込メニューからお申し込みください。 
https://jart.nexs-crm.nexs-service.jp/jart_portal/kyotsu/top.html 

（非会員の方は JART 情報システムに非会員として新規登録のうえお申し込みくださ

い。） 
※静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会を修了された方が受講対象です。 
受講料  ：  会員 13,000 円、非会員 50,000 円 
          専用払込票が郵送されます。コンビニ等でお支払いください。期限までに

受講料未入金ですと自動キャンセルとなりますのでご注意ください。 
1 日目 
13：20～13：30  10  開講式・オリエンテーション 
13：30～14：20  50  講義（DVD 放映）法改正 
14：20～15：10  50  講義（DVD 放映）IGRT 
15：10～15：20  10  休憩 
15：20～16：10  50  講義（DVD 放映）IGRT 
16：10～17：00  50  講義（DVD 放映）IGRT 
17：00～17：10  10  休憩 
17：10～18：00  50  講義（DVD 放映）下部消化管 

2 日目 
08：50～09：00  10  オリエンテーション 
09：00～09：50  50  講義（DVD 放映）下部消化管 
09：50～10：40  50  講義（DVD 放映）下部消化管 
10：40～10：50  10  休憩 
10：50～11：40  50  講義（DVD 放映）下部消化管 
11：40～12：30  50  昼休憩 
12：30～13：20  50  ※実習・演習 下部消化管 
13：20～13：30  10  休憩 
13：30～14：20  50  ※実習・演習 IGRT 
14：20～14：30  10  休憩 
14：30～15：30  60  ※実習・演習 BLS 
15：30～15：40  10  休憩 
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15：40～16：30  50  確認試験     
 

 高知県放射線技師学術大会演題募集                   学術 
 

 平成 2７ 年度高知県放射線技師学術大会の演題を募集します。 

 

日 時 ；平成 28 年２ 月 1４ 日(日)  
会 場 ； 高知医療センター くろしおホール 
 

発表形式 ；パソコンプレゼン PowerPoint2010 

(ノートパソコンまたはUSB、CD に演題を保存し当日お持ちください) 

 

発表時間 ；10 分以内（発表7 分、質疑応答3 分） 

 

申込方法 ；技師会だよりの申込用紙に演題内容を記載し、下記の学術担当者まで 

FAX またはメールにて、お申し込みください。（抄録は後日提出） 

 

申込み先；中村伸治（近森病院） FAX088-872-3059 TEL088-822-5231 

藤田純二 (いずみの病院) FAX088-826-5510 TEL088-826-5511 

Male: tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp  

 

申込締切 ；平成28 年2 月1 日(月) 

 

備 考 各地区活動部長 は、１地区１演題以上となるように 

(学術担当)活動部員を通じて演題の提出依頼をお願いします。 

 
高知県学術奨励賞の授与もありますので、奮って、演題発表をお願いします。 
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ＦＡＸ 
平成２7年度高知県診療放射線技師学術大会の演題申し込み 
演題名 （※注意 以下の記述がそのままプログラム案内となります） 

                                     
施設名                           
発表者名 （共同研究者名） 発表者を先頭に記載 
                                      
                                      
発表者メールアドレス （座長からの質問等に使用します。携帯不可） 
                                      
発表内容 （目的・方法・結果・考察を座長が見て分かる程度に簡略化） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ＦＡＸ送信日            
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 その 138（ 横田寿賀子： いずみの病院 ） 
 

 もみのき病院の山中さんからバトンを受け取りました、いずみの病院の横

田です。今回２回目ですが、文章力もなくやんわりお断りしようかなと思っ

ていましたが、「横田さんが、いいよと言ってくれるのを待っているの！」

と可愛く言われ引き受ける事になりました。山中さんとは同じ年という事も

あり、技師会のイベントや仕事の相談にも乗ってもらい親しくさせてもらっ

ています。また努力家で数々の認定資格も取得されているので、いい刺激を

頂いています。 
現在、山中さんとＪＡＲＴ事業である中四国女性診療放射線技師活躍推進班

（以下ＣＳ９）の高知県代表として活動しております。以前は女性サミット

運営委員会として全国で集まっていましたが、昨年度より各地域での開催と

なりました。ＣＳ９は中四国各県代表２名計１８名で構成され、女性の管理

職、それに伴う人材育成を行うことを目的としています。女性が企画運営・

発信することに責任をもった場を作り、新しい視点での企画に期待をとの事

で、年１回中四国フォーラム後に約２時間研修会を行っています。今年は、

京都大学大学院より人間環境学の佐藤泰子先生をお招きし、患者さんへの寄

り添い方などをお話し頂く事になっています。また、実践・座談会では移乗

について各施設での現状を語り合い、コツを身に付ける事で患者さんも技師

も無理なく移乗が出来るように願いを込めてこのような内容になっておりま

す。 
今回の座談会ではファシリテーターをさせて頂くことになりました。ファシ

リテーションとは…「中立的な立場で、チームのプロセスを管理し、チーム

ワークを引き出しながら、そのチームの成果が最大となるように支援するこ

と」だそうです。人前で話す事、自分の思いや意見を伝える事が苦手な私に

とって大きな試練です。気持は若い！？ですが、後輩も増え、苦手なんて言

っていられない立場になってきました。そのような時にもＣＳ９メンバーの

存在が心強く、県の垣根を越えた繋がりが出来たことを嬉しく思います。 
女性の名称が入っているから男性が参加するのは気が引けるとの声をお聞き

しますが、男性技師の参加大歓迎です！前回、岡山開催時にも多数男性技師

が参加して下さり、貴重な意見をお聞きする事ができ反響がよかったです。

来年度は島根県で開催されます。多数ご参加下さいますよう、よろしくお願

いいたします。 
次にエッセイをお願いするのは同じ防治会グループ、きんろう病院で活躍さ

れています所谷さんです。海外経験も豊富なのでグローバルなお話も聞ける

と思います。また音楽、スポーツ等趣味も沢山お持ちで、尊敬できる人生の

先輩です。快くバトンを受け取って下さりありがとうございます。 
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それでは、きんろう病院の所谷壽美さんにバトンタッチ！ 
 
 

 
 

其の 32 
 

 新人紹介です。今回は、先月に引き続き近森病院の新人さんです。 

まずは、あなたの出身地・出身校について教えてください。 

－高知生まれの 2７歳の谷脇です。現在、近森病院画像診断部で、RI を除く検査全般をおこな

い、専門では三次元画像処理チームにいます。診療放射線技師は、28 名。入職して 4 年目にな

ります。 

近森病院では、ソフトボールやバレーボールなど体育会系の世話役をしていますが、今年は、病

院自治会の役員が回ってきました。今年のイベントとして、新人歓迎会や合同ビヤガーデンは終

わり、この秋には、焼肉とよしもと新喜劇を観に行こう！が控えています。 

よしもと新喜劇ですかぁ、是非医療センターでも誰か段取りをしてくれないかな？ 

では、現在放射線技師の資格以外に何かお持ちですか？ 

－大型自動 2 輪を持っています。現在は救急医療に関係した資格が取得できればと思って

います。 

ちなみに技師歴何年ですか？どうして診療放射線技師を目指し、これからどんな技師にな

りたいですか？  

－技師歴 6年になります。日本を駆け抜ける診療放射線技師にあこがれています。 

具体的に、大阪から高知、次は長野県か北海道へと全国の診療放射線技師と繋がりがもて

ればと思っています。 

自分が全国を駆け抜ける？いろんな技師との交流は大切ですね。まずは、本技師会で高知

県全域の技師と交流を深めてもらえるとうれしいです。では、あなたの趣味について教え

てください。 

－大型 2輪免許があるのでツーリングですね。 

全国縦断をする前に四国 88 所を制覇すること。人の心を知り、弘法大師の教えを医療

に役立てたいと思っています。 

医療に弘法大師の教えとは目から鱗ですね。最後に突飛な質問ですが、歴史上の人物で誰

が好きですか？理由とともに教えてください。 

―モーツアルト。 

歌劇フィガロの結婚での「恋とはどんなものかしら」は、皆様もご存知とおもいますが、

音楽の天才の生涯を上演したミュージカル「モーツアルト」を観て、同じ天才肌の私は波

乱に飛んだ人生に心を揺さぶられ感情移入してしまいました。 

天才は天才を知る！ですね。（笑） 

技師会では、いろんな企画を実施していますので勉強・交流の場として活用してください。 
ありがとうございました。 
 
 
 

新入会員、いらっしゃ～い！  



平成 27 年 11 月 1 日発行第 455 号        技師会だより                （9） 

 
 
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９月３０日現在） 

１．高知県の会員数     ２１７名 

２．Ｈ２７年度会費納入者  １５０名 

       賛助会員    １１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）       ０名 

５．Ｈ２７年度再入会員数    １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。 


