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「リレー・フォー・ライフ」 
   企画担当理事 三好 裕司 

  来たる 10月 8日(土)～9日(日)、毎年恒例のリレーフォーライフ in高知がやってきま

す。私は今回で 5回目の参加となりますが、企画担当としては 2回目、それ以前は地区理事

としての参加でした。回を重ねるごとに参加する意義を痛感させられ、医療従事者としての

初心を振り返るいい機会となっております。ここで、リレーフォーライフの趣意をみなさん

にお知らせしたいと思います。 

  『リレーフォーライフ(命を受け継ぎ次の世代に送り伝える)は 1985年にアメリカ人外科

医が、がん患者を励まし対がん運動組織に寄付する目的で「がんは 24時間眠らない。がん

患者は 24時間がんと闘っている」をメッセージとして 24時間フィールドを走ったことから

始まりました。その後リレーフォーライフ(命のリレー)は、がん患者やその家族、支援者ら

が会場を交代で24時間タスキを繋いで歩き、がん制圧を願い、絆を深め合うチャリティイ

ベントとして発展しました。このイベントでは参加者一同がサバイバーを祝福し、がんで亡

くなった方々を偲び、がんに立ち向かう勇気を確認し、がんで悩むことのない社会の実現を

願います。寄せられた寄付金は日本対がん協会に寄付され、がん検診率アップの取り組みや、

がん相談・がん研究など広くがん撲滅のための活動に使われます。がん撲滅を願うこのイベ

ントは、2014年には全米約 5500ヶ所のほか世界22カ国で開かれ、延べ 50万人が参加しま

した。日本国内では 2006年 9月つくば市で第一歩を踏み出し、2014年は全国 43ヶ所で開催

され約８万人が参加し、高知では47チーム約 2200 人の方が参加しました。共通するプログ

ラムとして「サバイバーズ・ラップ」(がんと闘う人たちの勇気を称え、がん患者やがんを

克服した人たちが歩く)、「ルミナリエ」(がんで亡くなった方を偲び、がんと闘う方と思い

を共有するため袋にメッセージを書き、中にロウソクを灯して並べる)などがあります。リ

レーフォーライフは、がんに対する知識の普及・啓発はもとより、がん患者・家族・市民・

医療従事者・行政・企業など多数の方々の思いをひとつにし、がん患者さんと共に「連帯と

勇気」が実感できる魅力ある催しであります。』 

  みなさん、リレーフォーライフがどのようなものかお分かりいただけたでしょうか？実際

に参加してみれば、本当に魅力あるイベントであることが実感できると思います。ただただ

歩き続けるのではなく、技師会仲間と交代しながら無理なく参加でき、さらに夕方からバー

ベキュー(交流の場)もご用意しております。今まで参加したことのない方も、はたまた経験

済みの方も、24時間誰かが必ずいますので、自由にご参加ください！この機会に医療従事者

としての初心にかえってみませんか？ 
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会の動き 
メール会員増員のお願いについて             会長 巴 昭彦 
 

総会の会告にて総会資料の配布についてご案内を差し上げましたが、技師会だより等も、

メール配信を進めて、紙ベースの郵送等を減らしていきたいと考えています。 

 理由は、経費削減と事務作業の低減が目的です。電子メールでの送付には、内容を見て

頂けるか等の不安はありますが、本会ホームページでも技師会だよりや理事会議事録等が

読めます。今後はできるだけ紙ベースの資料配送を少なくする方向で事業を展開して参り

ますので皆様のご協力、ご賛同をお願いします。 

 現在もいくつかの施設で、施設への代表電子メール送付を実行しています。 

了解して頂ける施設の技師長の方は、是非ご連絡をお願いいたします。 

 インタネット環境が無い。個人で印刷物を受け取りたい等の希望にも応えていきますの

で、それ以外の方はご協力をお願いします。 

 メール会員の方には、7月より本会からの会紙等をメール添付で送信させて頂きます。 

 今後とも会務へのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

※技師会だよりについては、代表アドレスへ送信の施設の方でも個人宛に送信する予定です。 

 

平成 28 年度 第 6 回常務理事会 
 

9 月 6 日（火）、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。 
 
平成 28 年度業務拡大に伴う統一講習会報告 
 

8 月 13 日（土）-14 日
（日）、高知市総合あんしん

センター3Ｆ大会議室と中会

議室を使用して、業務拡大

に伴う統一講習会を開催し

ました。この講習会の主催

は公益社団法人日本診療放

射線技師会であり、本会は

その実施を任されています。 

 

2014 年 6 月 18 日、診療放射線技師法の一部改正により我々の業務は拡大しました。 

その拡大された業務とは、自動注

入器による造影剤注入や注入後の抜

針と止血。そして、下部消化管検査

と画像誘導放射線治療時に体内への

チューブ挿入と、造影剤と空気の注

入と吸引です。 

今回の業務拡大では、人体に対す

る「医」の行為を診療放射線技師が

実施できるようになったことに意義

があります。 
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今までは決して認められなかったことが可能となる。法改正への道のりは決して一朝一

夕ではなく、中澤会長を始め多くの診療放射線技師が知恵を絞り、積極的に行動し、厚生

労働省に対して何度も何度も働きかけた長年の成果です。 

 私たちは今回の法改正の事実を真摯な気持ちで受け止め、患者様の医療の安全を担保す

るため「必要な知識と技能と態度」を習得することが努力義務として課せられています。 

本会では 2 回目の標記講習会の

開催ですが 35 名の参加がありまし

た。1 回目が 20 数名だったので、

合計してもまだ 60 名に足りません。

本会会員が 200 名としてまだ 2/3

以上の会員が未受講の状態です。 

今後も継続して毎年開催をしま

すので、我々の業務の未来のため

全員が参加されますようよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

最後にこの講習会のために講師を務められた先生方、スタッフの皆様に感謝を申し上げ

ると共に、次回の講習会でもまた、お力添えをお願い申し上げます。 

 
第１回講習会（サーベイメータ校正）報告                学術                          
 

 9 月 10 日（土）15：00 より本会会議室にて第 1 回講習会「サーべイメータ

校正」を開催した。 

昨年同様、（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。 
 今回は、18 名（内非会員 5 名）の受講で 18 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 回講習会を下記の通り行います。今回は（株）コニカミノルタ

による最新画像処理技術の紹介等を行います。ふるってご参加ください。 
  

日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)15:00～ 
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） 
演題：『AeoDR と画像処理技術』 
演者：弦桐 聡 

所属：コニカミノルタジャパン株式会社中四国支店営業推進グループ 
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第 3 回講習会（中央西・南合同勉強会）       中央西地区理事 近藤                           
 

 今年度第 3 回講習会を下記の通り行います。 
内容は、放射線治療について（リニアック概要や、リニアック以外の放射線

治療について）の基礎的な内容の紹介を行う予定です。 
放射線治療を行っていない施設の方にも、放射線治療についての情報を知

っていただければと考えています。是非、ふるってご参加ください。 
  
日時：平成 28 年 12 月 10 日(土)15:00～ 
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） 

演題、演者：現在調整中です。（詳細は 11 月号にてお知らせします） 
 
高知県放射線技師学術大会演題募集                   学術 
 

 平成 28 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 29 年２月 12 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 ；申込用紙に演題内容を記載し、下記のメールまで、お申し込みください。 

 

申込み先；Male: tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp  

 

申込締切 ；平成28年11月30日(水) 

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。 

メールで下 記の内容を送信ください。  
演題名                                     

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） 
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その 149（尾立隆史：高知大学医学部附属病院） 
 

ご紹介頂いた、高知大学医学部附属病院の佐々木さんは、職場の先輩で、部署は佐々木

さんが放射線治療、私が放射線治療以外、マイブームは先輩がアマチュア無線、私がゴル

フと接点は全くありませんが、普段から大変お世話になっております。 

現在、香美市、嫁の実家に住んでいて、最近生まれた長女を横目に見ながらのんびり、

夜泣きする娘を嫁にまかせっきりで快眠、抱っこをしてみても、泣き出したら祖父におま

かせ、どうしようもなくなったら祖母に丸投げと、悠々自適な暮らしをしております。 

趣味は・・・というほどではありませんが、ゴルフです。以前ならゴルフにパチンコ、パ

チスロ、麻雀・・・とギャンブルが大好きでしたが、昨年の結婚を機にゴルフだけが残り

ました。 

ゴルフといえば、先月、初めて月例競技会で最下位という屈辱を味わいました。約一ヶ

月ぶりのゴルフ、練習は全くのゼロでしたが、日々の鍛錬を怠るとこれほど腕がなまるの

かと痛感しました。ラウンド中は、つらくてつらくて、半泣きになっておりましたが、ま

あたとえ悲惨な結果でもラウンド終了後は次回に向けてやる気がいっそうわきましたね。

練習は嫌いなのでしませんが本番のみでこれからもゴルフを頑張っていこうと考えており

ます。 

練習といえば、最近、新人から三年目くらいの方がよく CT 室に来ます。業務時間外や

業務時間中でも各々の部署で手が空けば、当直業務に不安があるのか、それとも自身のス

キルアップのためか、真意は問うておりませんが、自主的に勉強をしにくるのが見受けら

れるようになりました。大変喜ばしいことです。これからもこの調子で頑張っていただき

たいです。そして、このゴルフ大好き、どうしようもない先輩を皆にどんどん追い越して

いっていただきたいです。三歩下がってかわいい後輩たちの後ろをついて行きます。 

｢みんな頑張れ～！どんどん出世して～！！俺は定年まで平社員でおるからね～！！！｣

と後輩たちにエールを送って締めとさせていただきます。 

とりとめの無い内容になりましたが、次のバトンは、いろいろ面倒見がよく、後輩からの

信頼も（まあまあ）厚い、高知大学医学部附属病院の北野雅子さんにバトンタッチ！！！ 

 
 
 

其の 35 
 

今回紹介するのは幡多けんみん病院の重光さんです。早速ですが自己紹介と出身校につ

いて聞かせてください。 

－今年 4 月から幡多けんみん病院でお世話になっている重光翠です。 

広島国際大学を卒業後、徳島で 5 年弱、淡路・高松で 1 年ずつ働き、「30」を機に高知

に戻ってみました。 

徳島・淡路・高松でのエピソードなども今後聞かせてください。さて、技師歴とこれか

ら目指す技師像などを教えてください。 
－今年 8 年目に入りました。技師になったのも流れで何となくでしたが、その後もそのス

タンスのままで年数が増えるほど、「何年目です」と言うのが辛くなってきたので、自信

をもって「何年目です！」と言えるような技師になりたいなぁと思います。 

新入会員、いらっしゃ～い！  
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経験年数分、患者はもちろんですが職員・友人など出会いがあったと思います。その一

つ一つが成長促進剤になっているはずです！（って、真面目か・・・） 
では、今、技師の免許以外に何か資格をお持ちですか？ 

－前の職場でゆったりと時間が流れていたので、ボケ防止に衛生管理者の試験を受けてみ

ました。今のところ、特に使い道もありませんが・・・。 

衛生管理者ですかぁ。Wikipedia をググってみました。国家資格じゃありませんか。こ

れがあれば、「心理相談員」を目指せるそうですね。目指してみてはどうですか？ 
ここで話を切り替えてあなたの趣味を聞かせてください。 
－パン屋巡りです。営業日が少なかったり、辺鄙な所にあったりする、レア度の高いパン

屋さんは特に燃えます。人にパンの為だけにそこまで行くの？と言われたことも…。四万

十市ならドイツパンのブロート屋さんですかね〜。 

私もパンは好きですが、そこまでは行きませんねぇ。今度、この技師会だよりに “パ

ン屋紀行”みたいな企画で投稿してください。では、ここ最近皆さんにお聞きしている突

飛な質問です。あなたの一押しラーメン店を教えてください。 
－徳島でも食べてないくらいラーメン屋さんに行きません・・・。 

麺類で挙げるなら、道に迷いそうな淡路の「そばカフェ生田村」と、いいだこの天ぷら

も一緒に食べてほしい高松のうどん処「しんせい」ですかね。 

ですよね。この質問をやりだしていつかは食べないよう！っていう回答にぶち当たると

思っていました。答えをひねり出して頂き、感謝です。 
技師会という組織を人材交流・知識向上などにどんどん利用してください。 

今回はありがとうございました。 
 

総務報告（２０１６年８月３１日現在） 

 

１．高知県の会員数     ２２０名 

２．Ｈ２８年度会費納入者  １５５名 

       賛助会員    １０社 

３．Ｈ２７年度未納入者     ９名 

４．Ｈ２８年度新入会員数    ２名 

 （今月の新入会）       ０名 

５．Ｈ２８年度再入会員数    ０名 

（今月の再入会）       ０名 

６．Ｈ２８年度退会者数     ２名 

 （今月の退会者）       ０名 

７．Ｈ２８年度転出者数     ０名 

８．Ｈ２８年度転入者数     １名 

 （今月の転入者）       ０名 

９．今月の会員異動   なし 


