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「マラソンに挑戦」 
   

広報担当理事 保川 幸稔 
  

毎年、年 1回、フルマラソンに挑戦しています。 

 20 代のころは、勢いで、馬路村マラソンや四万十川ウルトラマラソンに挑戦したこと

もありました。ほぼ練習もせずスタートラインに立ったことを覚えています。 

 現在は、2009 年から毎年マラソンを走っています。きっかけは、2009 年 4月に開催

された第 1回四万十川桜マラソンでした。職場の同僚が、10 数名参加すると聞き、自分

も久しぶりに走ってみようと思いました。若い時とは違って、約 3ヶ月前から練習を重

ねて本番を迎えました。タイムは 4時間 30 分前後だったと思います。2013年からは、

高知龍馬マラソンに出場し、現在まで冬場寒い時に練習を重ね、春の大会で走っていま

す。 

 高知龍馬マラソンは、もうすっかり早春の高知の風物詩となっています。2013 年の第

1回から今年で 4回目です。今年のエントリーは 1万人には及びませんでしたが、9534

人のエントリーがあったそうです。約 1万の人が、一斉にスタートすると、15ｋｍすぎ

の海岸線に出るまで人・人・人です。もちろん、走っている人も多いのですが、沿道の

応援の人もこれまたすごい人です。毎回、子供たちも応援に来てくれるのですが、探し

て走るのも大変です。 

やはり、このコースでの難所は、20ｋｍ過ぎの浦戸大橋です。車で通るときは、あっ

という間ですが、走ってみると長いこと長いこと、いつまで登るのかという感じです。

浦戸大橋を通過すると、花海道をひたすら西へ、仁淀川大橋を渡って折り返しです。海

岸線は晴れていればとても気持ちのいいものですが、2 月といっても気温が上がるので、

暑さ対策も必要です。第 1回の時は、冬なので帽子はいらないと思って走ったところ、

左半分だけ日焼けをしてびっくりしました。第 2回の時は、結構走り込んでいたのです

が、大会 3日前にインフルエンザを発症してしまい、あえなく棄権しました。非常に残

念な思いをしました。 

今年もスタートの時が一日一日せまっています。通勤していると、朝から走っている

人、夜、暗闇を走っている人を数多く見かけます。自分が練習不足ということもあり、

焦ってしまいます。2009 年から数えると今年で 8 年目。毎年同じように迎える春ですが、

1年でも長く走ることができればいいなと思っています。 
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会の動き 
平成 27 年度 第１０回常務理事会 
 

1 月 5 日（火）、総合あんしんセンターにて第 10 回常務理事会を開催した。 
 
平成 27 年度業務拡大における統一講習会報告           学術 
 

12 月 26 日（土）、27 日（日）の 2 日間にわたり、高知市総合あんしんセンター大会議

室にて「高知県第 1 回業務拡大に伴う統一講習会」を開催した。 
今回は静脈注射（針刺しを除く）講習修了者を対象に開催し、県外参加者を含む 21 名が

受講した。 
26 日（土）13:20 より開講式の後、ＤＶＤ聴講による「法改正」「ＩＧＲT①②③」「下

部消化管①」の講義を、27 日（日）は、8:50 より午前はＤＶＤ聴講「下部消化管②③

④」、昼食休憩後、実習・演習「下部消化管」「ＩＧＲＰ」「ＢＬＳ」と行った。 
最後に本講習の確認試験を行い即日採点の結果 21 名全員が合格し、統一講習会は終了

した。本県第 1 回開催は、師走最終の土日であった事と静脈注射（針刺しを除く）講習

修了者が対象であった事等により定員を大きく下回る 21 名の受講となった。 
次回平成 28 年度開催は、静脈注射修了の有無に関係なく全診療放射線技師が対象に開

催予定であるので多くの参加を期待したい。 
 
平成 27 年度 ソフトボール大会 報告               楠永倫也                   
 

1 月 17 日 9 時集合 南国市ひえグランドで開催しました。 
天候 寒さとも クリアし汗がでるくらい心地よい 1 日でした。 
出席者は、18 人とピッタリで 1 試合と遊び試合 1 試合合計 2 試合、みんなストレス発

散打撃が、爆発しておりました。 
試合結果は、東部＆東在住チーム対医療センター＆西在住チームで対戦し、最終回時点

で、18 対 18 の同点 最終回 7 回裏 1 アウト 2 塁 打者 村中君 ここまで三振賞候補

がピッチヤー巴さんから、サヨナラタイムリーで 医療センターチームの勝利となりまし

た。2 試合目は、A 型・B 型対 O 型・AB 型で、対戦 一方的に A/B 型チーム敗戦残念。 
岡林さんのハッスルプレー 清水さんの全力プレーと、年齢・病院関係なく楽しく技師

で集まり盛り上がり良かったです。MVP は、守備 打撃とも安定し活躍の 和田君が 

受賞。 閉会後は、恒例の岡林さんのおでんを 食べ解散となりました。さすが岡林さん

のおでん 美味しかったです。 
来年度も、要望あれば 開催しますので、みなさん来年度も参加おねがいします。 
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お知らせ 
高知県放射線技師学術大会                        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 

会員会費； 無料 

非会員会費； ５００円 
 

09:00－ 一般演題1   

11:00－ 特別講演1 『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 

12:00－    一般演題2   

12:40－ 製品紹介 『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 

 

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 

 

一般演題数により、プログラムの時間が多少前後することをご了承ください。 

 

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！ 

 

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 
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平成 27 年度 中央東地区主催講習会     中央東地区理事 菊地真司        
 

 中央東地区主催の講習会を下記の通り開催します。共に CT に自信のあるメーカ
ーです。技師目線で 2 社の CT を比較してみましょう。 
たくさんの参加をお待ちしております。 
 

 日時：平成 28 年 3 月 26 日(土)14：00～16：00 

 場所：高知市総合あんしんセンター 中会議室 

 テーマ：未定 
(TOSHIBA、SIEMENS の２社の CT 装置及び技術等) 

 

 
その 141（ 弘田 圭吾： 高知県幡多福祉保健所 ） 

 

高知市保健所の岡本さんからバトンをもらいました幡多福祉保健所の弘田です。 
岡本さんが高知市民病院から市の保健所へ異動になられてから、結核対策や医療行政の業

務の会合でご一緒したり、不明な点等で情報交換をしています。最近は、マラソンに目覚

めたようで着々と練習を重ねており今後が楽しみです。 
 さて、何を書くべきか迷っていますが、まず技師会への係わりのことから。S６２年か

ら地区理事をさしてもらい、調査の理事も含め何度か役員のはしくれに名前を掲載さして

頂きました。当初は、レクレーションとしてソフトボールの参加や放射線パネル展への企

画や展示参加、最近では、中四国放射線医療技術フォーラム 2010 や６０周年記念式典に

関わらせていただきました。 
 私の仕事は、衛生環境課というところに今は所属していて、日常的には、医療に係わる

こと薬事に係わること感染症に係わること災害医療対策に係わることを担当しています。

今日では、技術職や事務職の差は殆どなく、資格がないとできないといったことはなくな

っている状況があります。放射線の機器を操作することが無くなって１５年になります。

臨床を離れてから３０年以上経過しました。 
 次にプライベートのことを少し。現在は、四万十市へ単身赴任中で、そこそこ自炊とか

やっています。趣味は、体を動かすことが好きなので、暇なときは走っています。また、

２０年来続けている合氣道もこちらの中村合気会で一緒にやらせてもらっています。下手

な横好きで絵も書いていますが、よかったら４月の上旬に高知市のカルポーとで展示会を

やるので見に来てください。 
昨年２０１５年は、知る人ぞ知るアメリカ SF 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー

PART２」（１９８９年）の主人公が、タイムマシンで訪れる設定だった年である。２０１

５年の「未来」に登場する機器で、実現した技術はどうか。通信機器はかなり実現を伴っ

たものが多い。果たして、医療機器はその過程でどれほど進歩してきただろうか。昔はま

だまだ普及がなかったものや高額のものでも、普及とともに地域医療に貢献し、かなり安

く、早く、小さくなっている？。(^O^)／ 
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 次に、私がお渡しするバトンは、高知県健康政策部医事薬務課の山本浩徳さんです。普

段から仕事のことで相談・ご教示をいただいています。 
現在、高知県庁の知事部局には、放射線技師が７名勤務しています。退職不補充で採用が

２０年間なく、以前と比較すると随分人員が減りました。その中で、私がすばらしいと思

う後輩の山本さんにバトンタッチ! 
 

 
 

総務報告（２０１５年１２月３１日現在） 

１．高知県の会員数     ２１９名 

２．Ｈ２７年度会費納入者  １７９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     ５名 

 （今月の退会者）       ０名 

７．Ｈ２７年度転出者数     １名 

８．Ｈ２７年度転入者数     ２名 

 （今月の転入者）  

  片岡 真紀子  グリーンハウスクリニック 中央西＜Ｅ＞ 

９．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。 
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≪平成 27 年度 ソフトボール大会風景≫ 
 
 


