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『業務拡大に伴う統一講習会のすすめ』 
副会長  高橋 宏幸  

 
今月の所感は、「業務拡大に伴う統一講習会のすすめ」と題しているが、診

療放射線技師である皆様に、これから養成所を卒業してくる後輩たちと同じ

教育カリキュラムを修了する意義や必要性を少しでも理解してもらえればと

思って書いる。 
今回の統一講習会は、業務拡大に伴うと銘打っている。2014年6月18日に

可決され、診療放射線技師法の一部が改正されたことはご存知だと思う。こ

の講習会は、厚生労働省の後援をもらっているため、修了証書には、日本診

療放射線技師会会長と厚生労働省の捺印もある。講習内容を噛み砕いてみて

みると、①CT、MRIの造影時に静脈路の確保は除き、自動注入装置への接続

行為と装置操作及び抜針と止血。②下部消化管検査のためカテーテルを挿入

して造影剤や空気を注入する行為。③放射線治療のためのカテーテルを挿入

して空気を吸引する行為という業務拡大に関連した、法律・倫理、知識・技

能・態度を研修する。 
業務上①も②も③もおこなっていない、または、おこなっているがそんな

の関係ないという診療放射線技師の方も講習プログラムを確認してほしい。

一般的に考えても独自にできるプログラムではない。少し頭を冷やし、本題

名も思い出してほしい。「×××のすすめ」と題している。「天は人の上に

人を造らずという、学問のすすめ」にかけていることはご承知の通り。この

中で福沢諭吉は、同じ権利を与えられているにもかかわらず、学ぶと学ばな

いとでは、なんらかの差が生じると説いている。例えると、診療放射線技師

の医療の質は、受講者と非受講者とで同じように保たれるだろうかという事

でも当てはまる。 

この講習会は平成32年度まで全国で行われる予定だが、この高知県では、

昨年度までに上記の①を修了した者を対象として12月26日(土)、27日(日)の

2日間で②と③の研修をおこなう予定である。統一講習会という呪縛から逃

れない諸先輩も技師養成所の教育課程カリキュラムと同じ研修は、診療放射

線技師の国家資格に必要であるということを自覚し、会員、非会員を問わず

受講して下さるようお願いする。 
 

発行所 公益社団法人 高知県診療放射線技師会 
発行人 会 長  巴 昭彦 
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    高知市丸ノ内 1 丁目 7 番 45 号 
    総合あんしんセンター２階 
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Mail tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp 
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会の動き 
平成 27 年度 第 8 回常務理事会 
 

11 月 10 日（火）、高知市総合あんしんセンターにて第 8 回常務理事会を開催した。 

 

平成 27 年度 第 2 回講習会報告                          学術 
 

 10 月 24 日(土)15 時より高知市あんしんセンター中会議室にて第 2 回講習会を開催し

た。今回は、2 部構成で第 1 部では「MRI 最新情報提供」と題し GE ヘルスケアジャパン

より最新技術の“MAGiC”を中心に講義を受け、質疑応答で疑問点等の解説がされた。 
第 2 部は、「乳房トモシンセシス画像を体験」として日立メディコよりトモシンセシス画

像の基本概念を解説して頂き、その後 5 名のスタッフによるモニタを用いた従来画像と

の比較・病変識別能を中心に説明を受けた。 
 今回 17 名が参加され、1 部 2 部とも最新情報の修得に有意義な講習会であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015CS9 in KAGAWA 報告                          山中こずえ 
 

11 月 8 日、CSFRT 後の 13 時から 2015 CS9 in KAGAWA の第 2 回研修会が開催され

ました。今回は 105(高知 7)名の参加があり、盛況に終えることができました。 
 第 1 部の佐藤泰子先生の講演では、人の苦しみはどこから生まれてくるのか、また人

はどのようにして苦しみから一歩を踏み出すことができるのかについて、そして援助者は

どのように話を聴き、寄り添えばよいのか、時にユーモアと感動を交えて教えて頂きまし

た。第 2 部の森美由紀先生の実践では、車椅子からベッドへの移乗の講義と実技があり

ました。練習後の移乗では、介助される側、介助側での負担が軽くなったと好評でした。 
発足したばかりで課題も多く残りましたが、2016 CS9 in SHIMANE に向けて改善して

ゆきたいと思います。 
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お知らせ
 東部地区 ソフトボール大会            楠永 倫也 
 

 今年もやります。寒い中の開催になりますが動いて温まりましょう。プレイボール！ 

 

日 時：平成２8年１月 17 日（日）午前 9時から午後 12 時まで 
場 所：南国市ひえグランド（巨峰園 北 川渡りすぐ右折） 
参加資格； 家族 知り合い 業者 参加可能です。（無料） 

 

☆ グローブなどある人は、持参してください。人数把握の為 各地区理事に出欠確認

お願いします。当日参加も可能です。  

 

会員 

 

 

 

各地区理事 
西南部：岡林史朗 （幡多けんみん病院） 0880-66-2222 

西 部：柳本禎久 （梼原病院）  0889-65-1151 

中央西：近藤匡史 （高知医療センター） 088-837-3000 

中央南：保川幸稔 （高知医療センター） 088-837-3000 

中央東：菊地真司 （高知赤十字病院） 088-822-1201 

東 部：楠永倫也 （ＪＡ高知病院） 088-863-2181 

 

 

 

 
楠永倫也 JA 高知病院 088-863-2181 

 

  注意！各地区理事は参加者「無し」でも連絡下さい。 
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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 139（ 所谷 壽美： きんろう病院 ） 
 

いずみの病院の横田さんからバトンを受けたきんろう病院の所谷です。 

一昨年、県を退職して勤労クリニック（２０１５年の５月から１０１床の現病院）に週に

半日を３回程度勤めています。いずみの病院とは防治会の同系列で、横田さんとの出会い

は３年前のリレーフォーライフでした。酔っ払いのおじさんの相手を嫌がらずにしていた

だき、今では同僚になっています。明るくてしっかりした若いお母さん技師さんです。 
さて、私はＪＩＣＡボランティアでの２年間の南米パラグアイの活動以来、外国の街歩

きに目覚め、その手段はクルーズとなりました。そこで「クルーズの旅のすすめ」です。 
私たちのクルーズの旅はまだ２回目ですが、もうすっかり虜になっています。最初はノ

ルウェーのオーロラクルーズ、今回は地中海クルーズです。これを書いているのは２０１

５年１０月２９日、地中海の海の上、船上の人です。水の色は青く澄み、透き通っていま

す。入り口の狭い地中海は大きな溜め池の水を想像していましたが、期待を裏切られまし

た。最深は２３００ｍもあり、クロマグロが獲れることが納得です。 
クルーズの一押しは荷作りを気にせずゆったりとした時が過ごせることでしょう。陸や

空の旅ではホテルに着くたびに荷を解き、夜中にはまた作って朝出発と休まる気がしなか

ったとの経験はおありでしょう。船は、乗船時にほどいた荷を次に詰めるのは最終の下船

前夜です。また、動くホテルそのもので、いつでも疲れればベッドに横になれます。食事

も３食とも船で食べられます。 
ゆっくり入港する景色を見ながら朝食をすませ、数時間の滞在で世界遺産などの街歩き

を楽しみ、また夕食時に港を離れるという風情豊な旅です。今回の４０００人収容の客船

はバルセロナから東へ針路を取り、マルタ島から引き返してまたバルセロナへ帰る地中海

一周７寄港地８日間の旅です。 
ノルウェーではオーロラの大ブレークに遭遇し、今回は青い海と中世ヨーロッパの街並

みに感動しています。青く白い航跡の上を優雅に飛んでいるカモメを見ながら、次

は・・・。 
さて次のバトンは、高知市保健所の岡本彰史さんです。岡本さんには県職時代、結核対

策や医療施設の立ち入りなどでご教示を賜り、いまも同様にお世話になっています。高知

市内の施設の技師の方は岡本さんをよくご存じではないでしょうか。岡本さん、これから

もよろしくお願いします。それでは、岡本彰史さんにバトンタッチ！ 
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其の 33 
 

 新人紹介です。今回は、高知赤十字病院の新人さん 2人です。 

まずは、あなたの出身地・出身校について教えてください。 

－高知赤十字病院の白石卓也（白石たくや）です。高知県出身で出身校は鈴鹿医療科学大

学です。この大学は、三重県にあり学校の周りは住宅街とたんぼで近くには鈴鹿サーキッ

ト、長島スパーランド、アウトレット、電車で少し行けば名古屋といった遊ぶところもあ

り、田舎すぎず都会すぎず高知県民からすればとても住みやすい環境です。 

－初めまして。上村 美沙希(かみむらみさき)といいます。出身は鹿児島で、
今年の５月より高知赤十字病院に勤務しています。高知の第一印象は、とに
かく人が元気で、フレンドリーです。先輩方に指導して頂きながら、毎日楽
しく仕事をしています。 

出身校は広島国際大学で、主に医療・福祉に関わる人材育成に力をいれて
いる大学です。撮影装置やリニアックなど一通りの機器が揃っており、充実
した実習を受けることができました。ただキャンパスが市街地より離れた場
所にあったため、買い物や遊びの面では少し不便な大学生活でした(笑) 

私の出身である鹿児島は、自然豊かで全体的にゆったりとしたところです。
桜島の噴火はいつものことで、降灰には悩まされますが、桜島は鹿児島の人
にとって故郷の象徴でもあります。また、高知と同じくお酒好きなところで、
芋焼酎が有名です。 
 以前はがんの粒子線治療の施設に勤務していました。国内でもまだ数箇所
にしか治療施設がなく、固定具作成から日々の治療まで一通り経験すること
ができました。 

鈴鹿に広島国際ですかぁ。鈴鹿は大学立上げやその後の研修で行った事があります。 

鹿児島出身の技師が当院にもいますよ！では、あなたたちの技師歴・資格を目指したきっ

かけと目指す技師像を聞かせてください。 

－技師歴 1 年目です。高校 1 年生の時に膝を怪我し単純写真ではわからず MRI で分かっ

た時にすごいなと思いその際に診療放射線技師を知り目指そうと思いました。 

救急病院ということもあり、救急医療に素早く対応でき、勉強会等にも参加して知識豊富

な技師を目指したいです。 

－私は技師歴３年目です。昔、足を怪我した時にＸ線写真を撮ってもらい、
そのしくみと取り扱う技師のことを知りたいと思ったのがきっかけです。放
射線は今や医療にとって不可欠なものなので、最適な画像提供や検査を行い、
診断や治療に貢献できる技師になりたいです。 
ちなみに診療放射線技師以外に何か資格をお持ちですか？  

－今現在診療放射線技師以外には資格は持っていません。これから興味のある資格を見つ

けて資格習得したいです。 

－特に資格は持っていません。料理に関する資格に少し興味があります。 

自分色々な事にチャレンジすることは仕事にもいい影響があると思います。では、あな

たの趣味について教えてください。 

－趣味は体を動かすことです。小学校 1 年生からサッカーをしていて今は日赤のフットサ

ルで体を動かしています。今年は岐阜県で行われた日赤の全国大会にも参加させていただ

新入会員、いらっしゃ～い！  
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きました。 

－趣味とは言えませんが、食べることが大好きで、昔から家族や周囲によく
食べるねと驚かれます(笑)。特に魚が大好きで、高知で初めてカツオの塩た
たきを食べた時の美味しさは衝撃でした。 
今年の夏は自分で採ってきた川エビを唐揚げにして食べましたが、高知は美
味しい食べ物が多く、これからも色々な美味しい物を探して食べていきたい
です。 
(体重と相談しながら．．．)。オススメがあれば、ぜひ教えて下さい！ 
ちなみに、私のオススメは、鹿児島ではよく食べるのですが、鶏刺しです。 

フットサルですかぁ、私はもう身体が思うようについてきません。当院にもフットサル

チームがありますので対戦などどうでしょう？また、好きとはいえ自分で獲って料理する

とは筋金入りとお見受けします。是非、技師会だよりに「私が行く美味しい店」みたいな

記事を投稿してください。最後に最近質問を始めた突飛な質問です。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。 

－好きな歴史上の人物ですか・・・んー坂本龍馬ですかね。（笑）高知県民ですから。

（笑） 

－昔、大河ドラマで見た記憶があり、源義経が好きです。多くの戦いで勝ち、
平家打倒の功労者となったのに、最後は兄に攻められ自害してしまうという
悲運な人物ですが、多くの伝説が残されているようで、気になる人物です。 

今日はどうもありがとうございました。技師会は、いろんな人との出会いの場でもあり

ます。勉強・交流の場として活用してください。 
 
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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訃報 
 

 高知県の放射線診療技術に貢献されました 

本会名誉会員の徳橋元久先生が病気療養中の 

ところ１０月２６日午前３時、享年８２歳 

にて永眠されました。 

ここに生前中のご厚誼に対し心から御礼を 

申し上げ 謹んでご冥福をお祈りいたします。 
 

                 合掌 
 
 
 
 

総務報告（２０１５年１０月３１日現在） 

１．高知県の会員数     ２１９名 

２．Ｈ２７年度会費納入者  １７１名 

       賛助会員    １１社 

３．Ｈ２６年度未納入者     ５名 

４．Ｈ２７年度新入会員数    ６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。 


