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「開かずの扉！？」
公益社団法人 高知県診療放射線技師会長

巴 昭彦

あけましておめでとうございます。
本年も県民保健衛生の向上のため、放射線診療業務における安全を担保し、公益社団法
人の役割を全うする所存です。清々しい新年の幕開けが、皆様にとっても素晴らしい１年
のはじまりとなりますことを祈念して年頭のあいさつと致します。
さて、会務の話です。昨年より『業務拡大に伴う統一講習会』が全国で始まりました。
業務拡大に伴う講習会は、法律で認められた業務の安全を担保するため、職業団体として
日本診療放射線技師会が実施するものです。自分は抜針や注腸を行わないから、講習を受
けなくて良いと云う方もいるかと思いますが、軽々しく考えて欲しくありません。
私たち診療放射線技師会の歴史は身分法との戦いでした。レントゲン技師から診療放射
線技師への移行、次は鈴鹿市に四年制大学を作って、学士の診療放射線技師を誕生させ、
そして、大学院卒の修士と博士号を取得した診療放射線技師の養成を目指しています。
それは何故か？まずは、自分たちの教育は自分たちで行えることを示し、国家試験の委
員のポストも増やして、国家資格の問題選定にも自分たちが関わることを目指しているか
らです。遠い将来において診療報酬も含めた『自立した職業』としての診療放射線技師を
目標にしているのです。そのためにはまだまだ自己研鑽の努力は必要です。
医療界では「医師の診療上の補助のために」これからも益々オーバーラッピングして、
他職種との業務の重なりが増えてきます。他職種が我々の領域に進出してくるかもしれま
せん。その中で生き残りをかけて許認可、業務拡大、法改正という重い扉を一つひとつ開
けてゆくのが技師会の役割と考えます。
まずは本年 8 月に実施する『業務拡大に伴う統一講習会』への参加をお願いします。
本年も皆様と共に歩んでゆきますので、よろしくお願い申し上げます。

謹賀新年
本年も役員一同よろしくお願い申し上げます。
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新年のご挨拶
副会長

髙橋

宏幸

明けましておめでとうございます。
昨年は、会員皆様のお力添えで、創立 60 周年記念行事の式典や祝賀会を無事に終え
ることができ、誠にありがとうございます。
年度が移ると岡林会長から巴会長へ新たな体制で本会は活動してきました。その地区
企画活動では、恒例となったリレー・フォー・ライフでは女性会員によるマンモ検診相
談が新たに企画され、女性会員の活躍が際立ってきましたし、これからも活動推進をお
願いしたい分野だと思います。技師長会では、電子媒体などにおける画像提供に関する
アンケート調査が始まります。また、学術関連では、基礎講習で予定していました一般
X 線撮影が、残念ながら開催最小定員に届かず中止になりました。しかし、本年は MRI
を予定していますので、もう一度基礎から勉強しなおそうと考えている方やリフレッシ
ュするには最適な内容を考えていますので、ご期待下さい。
全国的には、昨年は業務拡大元年であり、「業務拡大に伴う統一講習会」が始まりまし
た。平成 32 年まで、会員非会員問わず一人でも多く受講してもらえるよう、その認知
度の向上と受講推進を働きかけていくことを一つの目標としていこうと考えています。
これには、会員、非会員を問わず、一人一人の認識と協力があって成し遂げられると信
じていますので、本年も高知県診療放射線技師会にご協力よろしくお願いいたします。

新春のご挨拶
副会長

伊東

賢二

。
あけましておめでとうございます
新年のあいさつの場を借りて、簡単に自己紹介をさせていただきます。
昨年、突然 副会長の重責を仰せつかりました。
高知生まれの高知育ち、技師学校は清恵会第二医療専門学院（4 期性）です。卒業後高
知に戻り当時の高知医科大学に就職。以来 32 年間大学で診療放射線技師を務めており
ます。その間、自分なりに技術・学術に頑張って来たつもりです・・・が、ある時、技
術や学術といっても、専門学校卒の集団じゃないか・・との声。確かに世の中は大学に
行くことが特別ではない時代、ましてや医療機器メーカーさん達は理工学部等を出てい
る人ばかり。その方々に意見を言っている技師。何かこのままではダメだなと紋々とし
ながら時はながれ・・就職して 20 年位経った時に、放送大学の力を借り、教養学士を
取ることが出来ました。その後、学位授与機構に論文提出・テストを受け保健衛生学士
（放射線技術）を取得し、その後縁があって、高知大学の大学院に進むことが出来まし
た。これでやっとメーカーと対等位になれる？・・かな・・と思っております。臨床で
培った技術は大切なものです。しかしながらそれを裏付ける理論も大切な事だと思いま
す。
副会長、技術学会常務理事（中四国支部）
、職場では技師長と三足の草鞋状態ですが、こ
れを生かして会の為に頑張っていく所存でございます。
本年も宜しくお願いいたします。
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各地区理事からのご挨拶
①新年のご挨拶 ②今年の技師会役員としての目標

③今年の個人的な目標

①新年あけましておめでとうございます。
旧年中は地区活動にご協力いただき誠に
ありがとうございました。

①新年あけましておめでとうございます
いろいろお忙しい中技師会にご協力いた
だき有難う御座いました

② 本年 度も 画 像 研究 会な どの 勉 強 会を
行いますのでみなさまのご意見を頂戴し
たく存じ上げます。

②本年度は新年明けすぐに勉強会、学術大
会があります 休みの日にめんどくさいで
すが、なにか得られるものがきっとあると
思います みなさんのご参加をお待ちして
います

③また 統一講習会や基礎講習会なども
ございますのでみなさまのご協力をお願
いいたします。

西南部地区理事

岡林史朗

① 新年明けましておめでとうございます。
昨年はいろいろお世話になりました。本年
も引き続き、よろしくお願いいたします。
② 新米役員として、迷惑をかけないよう地
区活動等技師会活動に尽力していきたい
と考えています。
③ 最近、仕事中に『これ何だっけ？』と思
う事が多い気がしています。
今年は、『知ってるつもりで理解できて
ない事』を一から勉強し直して基礎の
再建をしていきたいと考え中です。
中央西地区理事 近藤匡史
①新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
②今年は楽しい技師会活動を目標に早め、
早めの行動をしていきたいと思っていま
す。

③雪山に遊びに行こうと毎年計画だけはし
ていました。今年こそは行動に移したい
と思っております。

中央東地区理事

菊地真司

③ 個人的には今年はフルマラソンに挑戦
いしてみたいと思っています
西部地区理事

柳本禎久

① 新年あけましておめでとうございます。
旧年中はいろいろとお世話になり、あり
がとうございました。今年もよろしくお
願い致します。
② 地区理事としてまだまだ不慣れなことが
たくさんありますが、精一杯頑張ってい
きたいと思います。
③ 今年もフルマラソンを完走したいと思っ
ています。

中央南地区理事

保川幸稔

① 新年あけましておめでとうございます。
昨年は、ご多忙のなかみなさまに活動し
ていただき有難う御座いました。
② 新年そうそう地区活動でソフトボール大
会あります。皆様の参加お待ちしており
ます。勉強会などいい題材ありましたら
開催しますので、参加お願いします。
③ 技師会的目標は、技師の仲間を増やす為
の年代別会合など開催したいと考えてお
ります。個人的には、健康診断の値を
正常にするぞー（泣）
東部地区理事 楠永倫也
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会の動き
平成 27 年度 第９回常務理事会
12 月 1 日（火）
、総合あんしんセンターにて第 9 回常務理事会を開催した。

平成 27 年度 第２回西南部地区会及び第 22 回西南部地区画像研究
会及び情報交換会報告
西南部地区理事 岡林史朗
日時
場所
出席者

平成 27 年 11 月 28 日 （土） 14:00～
幡多けんみん病院 3F 会議室
地区会：伊東、中村、山中（執行部）
、永井（西土佐診療所）板山（木俵病院）、
田村（吉井病院）
、公文、渕上、岡林（幡多けんみん病院）
画像研究会 14 名
情報交換会 14 名

議 事
議題 1 学術より
・12/26、27 統一講習会開催。
・1/30 講習会、情報交換会開催。
・2/14 9：00～医療センターにて高知県学術大会開催。
議題 2 企画より
・1/17 ソフトボール大会
議題 3 その他
・来年度の統一講習会、基礎講習 MRI、フレッシャーズセミナーについての
説明が学術担当理事よりされた。
画像研究会では高知医療センターの野田先生を講師にお招きし「血管系腹部救急 CT」
をテーマにご講演をいただきました。例年のごとくわかりやすく楽しいお話しをしていた
だき、講演後はたくさんの質問も出て盛況な会となりました。また情報交換会ではおいし
い料理に舌鼓をうち、二次会では思わぬゲストにもお会いすることができました。参加さ
れたみなさま、ありがとうございました。

お知らせ
第３回講習会

学術

今年度、第３回講習会を画像システムメーカー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 28 年 1 月 30 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 「仮想化システムのメリット」
「医用画像データクラウド化」について
（株）ＰＳＰ 営業推進本部 販売企画部ＳＰ課
副田 義樹 先生
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演題② 「バーチャルグリッド及び新型 FPD の特徴」について
富士フイルムメディカル㈱ 下竹 敏照 先生
☆ 講習会終了後、新年情報交換会を 18：00 より行います。
情報交換会のみの参加もＯＫです。
場所：帯や勘助（高知市帯屋町 2-2-15）
参加される方は、1/22（金）までに高知赤十字病院（TEL822-1201）放射線
科部 企画担当 三好までお知らせください。

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
西 部：柳本禎久
中央西：近藤匡史
中央南：保川幸稔
中央東：菊地真司
東 部：楠永倫也

楠永倫也

（幡多けんみん病院） 0880-66-2222
（梼原病院）
0889-65-1151
（高知医療センター） 088-837-3000
（高知医療センター） 088-837-3000
（高知赤十字病院） 088-822-1201
（ＪＡ高知病院）
088-863-2181

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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学術

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
09:00－
11:00－

一般演題1
特別講演1

12:00－
12:40－

一般演題2
製品紹介

13:00－

特別講演2 『加齢変性する関節と人工関節撮影法』
〝インプラント周辺骨の生死を描出するTHA術後経過観察画像〟
講師：奈良県立医科大学附属病院 安藤英次 先生

『日本診療放射線技師会の活動と使命』
講師：JART理事 熊代正行 先生
『ＦＰＤ診療技術のご紹介』
講師：島津製作所 医用機器事業部
グローバルマーケティング部 田中修二 先生

学会参加者には安藤先生のご厚意により講演小冊子の無料配布が有ります！

☆演題をまだまだ募集しています
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 （12月号ＦＡＸ用紙をご利用ください）
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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技師長会 開催のお知らせ

髙橋 宏幸

本年は、放射線に関する教育を他職のスタッフにどのようにしているのかを
テーマに話し合ってみませんか。
他施設との意見交換でいろいろと参考になる話に出会えると思います。
お忙しい時期ですが、交流により見聞を広げるよい機会ですので、ぜひとも情報
交換会も合わせて参加をお願いいたします。

日時：平成 28 年 3 月 12 日(土) 15:00～17:00
場所：高知市総合あんしんセンター 2 階 本会会議室
テーマ：他職種への放射線教育や説明について
情報交換会：18:00 過ぎより。場所等はおって案内いたします。
お問合せ：近森病院画像診断部 髙橋宏幸
TEL：088-822-5231(内線 6410)
e-mail：hitaka@chikamori.com

その 140（

岡本

彰史：

高知市保健所

）

きんろう病院の所谷さんからバトンを受け取りました高知市保健所の岡本です。
所谷さんには私が保健所に来て間もない時に何も分からないまま出席した結核担当者会で
声を掛けて頂き，安心して仕事に取り組むことができるきっかけを作っていただきました。
その後も折を見てはアドバイスをいただける頼れる大先輩です。現在は県を退職されて病
院に移られていますが今後も引き続きよろしくお願いします。
さて，私は診療放射線技師としては少数派の保健所職員になりますが，皆さんが持つ保
健所の印象って立入検査に来ては煩いことを言う人達といったところでしょうか。
そういった面も確かにありますが，実は保健所では他の仕事もしているのです。
保健所では感染症対策，健康相談や保健指導，医事薬事，食品保健，環境衛生等に関す
る業務を行うとともに，食中毒や感染症の他，自然災害等の健康危機管理へ取り組み，住
民の健康づくりの向上を図っています。私の担当ではないですが，健診やペットに関する
業務をしていますので，少し身近に感じていただけるのではないでしょうか。決して取っ
付き難いところではありませんので，いつでも声をかけてください。ちなみに今回紹介を
受けた所谷さんには高知市で生まれた健康体操の「いきいき百歳体操」をパラグアイまで
行って広めてくださっています。
住民の健康づくりの向上を行うとなれば，自らが健康でなければと，私も 40 を過ぎて
からは，ただただ老けていくだけでは駄目と思い，職場の同僚と一緒にマラソンをしてワ
インを飲むという健康法を始めました。この方法が健康に良いか悪いかは別として，楽し
みながら運動をすることは悪くない筈と考え，先日もワインが名産の山梨県勝沼町まで友
人と走りに行ってきました。初めて訪れた勝沼町は駅を下りると見える景色は全てがブド
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ウ畑という圧巻のロケーションであり，次の日に走るであろう急坂にゲンナリとしながら
も特産の甲州腫のぶどうで作られたワインと美味しい料理に舌鼓を打ちました。普段は味
もろくに分からず飲んでいるワインが，ワイナリーの担当者から話を聞いて，何か分かっ
たかのようにテイスティングを繰り返し，マラソンの前日だというのに自分のリミットを
超えてワインを入れてしまいました。当然のように二日酔いの状態でマラソン当日を迎え，
スタートはしたものの，坂道が壁に見えてしまうほどの難コースに苦戦しながら殆ど歩き
ながらですが，幸い後ろ向きに走ることはしなかったため，なんとかゴールすることが出
来ました。一見して不健康極まりない行動ですが，仲間と一緒にこんな馬鹿をやっている
ことが一つの健康法かなと思って，次に走るコースを選んでいるところです。
次に紹介するのは高知県幡多福祉保健所チーフの弘田圭吾さんです。チーフには私が保
健所に来てからと言うものの「困ったときはチーフに聞く」と，県と市という組織を越え
て頼っており，このリレーエッセイのバトンも快く引き受けてくださいました。それでは
保健所業務でも常に先頭で引っ張ってくださり，実際のマラソンでも私の大分先を走られ
る弘田チーフにバトンタッチ。

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

平成 28 年 1 月 1 日発行第 457 号
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総務報告（２０１５年１２月１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）
５．Ｈ２７年度再入会員数
（今月の再入会）
６．Ｈ２７年度退会者数
（今月の退会者）
７．Ｈ２７年度転出者数

０名
１名
０名
４名
０名
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。

