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「娘の結婚！？」
巴

昭彦

1 年があっという間に過ぎてしまって困る。と言っても時間は待ってくれない。時間
だけは皆に平等に与えられ、そして過ぎてゆくのである。

．
先月の 11 月 5 日に長女が結婚した。結婚したとは正確でなく結婚式を挙げたという

のが正しい。実は 9 月に娘夫婦は入籍を済ましており、今回は二人のお披露目として、
親族だけの挙式と披露宴を行ったのである。私的な話に公益の紙面を使わせて頂くのは
恐縮するが、40 代のパパ達もいずれ経験することだから序にもう少し書いておく。
今年の 7 月に両家の顔合わせ会があり、二人は 9 月に入籍して夫婦生活をスタート、
式と披露宴は来年の 3 月にでもしたいと言い出したのである。理由は別々に生活するの
は不経済であり、仕事が忙しいので今年中に挙式をする間がないと言う。
これには両家の夫婦共々反対した。入籍が 9 月ならせめて年内に式も挙げないかん！
ということになり、顔合わせ会のホテルの係員を呼んで、空いている日を調べて貰い、
両家の親子共々了解したのが 11 月 5 日であった。
作業療法士の資格を取って、卒業後すぐ県外へ就職したので、未だに娘が結婚したと
．
いう実感はないが、孫でも出来たら実感が湧くものであろうか！？
未来の花嫁の父へ一言。「実感はあまりない！」
（大事な話は相談されてない。）
さて、貴重な紙面の後半は会務の事を書かせて頂きます。
12 月号ということは既に 9 カ月が過ぎ、年度末まで 3 カ月。しかし、これから「学術
大会」と 3 回の講習会を予定している。まずは学術大会である。演題発表の申込をお願
いする。まだ 2 演題しか申し込みがありません。この 12 月号を発行する頃には、演題
が沢山申し込まれていることを期待しています。
それと、理事の皆様は来年度の事業計画と、今年度の事業報告をまとめて頂きたい。
1 月の理事会で検討できるように準備を進めてください。
最後に、来年は役員改正の年です。新しい人材を執行部は求めています。技師会活動
は一種のボランティア活動ですが、何か必ず得るものがあります。私の場合その一つは、
苦手だった文章作成がそれほど苦にならなくなりました。
まあ、ざっとした文章ですが、それなりに書けるものです。
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会の動き
平成 28 年度 第８回常務理事会
11 月 1 日（火）
、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 28 年度 第 2 回講習会 報告

学術

10 月 29 日（土）１５時より高知市総合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『AeoDR と画像処理技術』と題しコニカミノルタジャパン株式会社中四国支店
営業推進グループの弦桐 聡先生より当社の最新ＦＰＤ「AeoDR」の製品紹介と当社独
自の胸部Ｘ線画像処理技術の講義を受け質疑応答の後、実機によるモニター上での解説が
された。参加者は８名と少数ではあったが質疑応答を交えた解説で疑問点等が分かりやす
く説明され有意義な講習会であった。

お知らせ
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 『最新の放射線治療装置ご紹介』
演者 北山 孝一 先生 (東芝メディカルシステムズ株式会社)
演題 『骨転移疼痛緩和剤 メタストロン注 について』
演者 吉田 正幸 先生（日本メジフィジックス株式会社 製品企画部（治療 G））
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第 4 回講習会（西部・中央東地区合同）

中央東地区理事 菊地

今年度の講習会は以下の内容を予定しております。

日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）15：00～
場所：高知赤十字病院 第一会議室
演題『シ―メンス社ＭＲＩ最新トピックス』
演者 諸井 貴 先生
演題『PiranhaX 線アナライザを用いた X 線診断装置 QA のご紹介』
演者 由井 和茂 先生
（デモ機を使用し、実際の測定を行う予定です。）
講習会終了後、19 時より情報交換会を予定しています。1 月号に連絡先を
記載します。

平成 28 年度

ﾚｸﾚｰｼｮﾝ ソフトボール大会

東部地区理事 楠永

日時

平成 29 年１月 29 日（日）9 時から 12 時

場所

南国ひえグランド（巨峰園を、北に進み橋わたり右折）

家族 職場 業者 などどなたが、参加されてもかまいません、
お誘い＆声かけお願いします。 お楽しみ景品や岡林さんの「お
でん」コーナーもある予定です！
みなさん 楽しみましょう。
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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高知県放射線技師学術大会

学術

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
現在、演題プログラム作成中！

その 151（宮城

秀平：JA 高知病院）

高知大学医学部附属病院の北野雅子さんからバトンを受け取りました、ＪＡ高知病院の
宮城秀平です。徳島大学医学部保健学科放射線技術科学専攻の出身で、高知で働くように
なってから十年目になります。北野さんとは仕事仲間で、以前ＪＡ高知病院にお勤めでし
たので一緒に働いていました。まじめで気さくな方で、みんなにピザやお菓子等を作って
持ってきてくれたり、マンモトームの練習をした時なんかは色々とアイデアを出し合った
りして良い刺激をもらいました。
現在の趣味といえば、一歳になる息子の成長を見守ることです。産まれる前は大学時代
から続けているテニスに没頭した時期もありましたが、それがおろそかになるほど子ども
といる時間を楽しく感じています。まだ一年そこそこですが、子どもの成長は本当に早い
もので、つい何ヵ月前にはおとなしく寝ていてくれたのに、今や部屋の中を縦横無尽に駆
け（歩き）回り、おもちゃを投げ、こたつ机の上に這い上がると一時も目が離せない状態
です。その分知識の吸収力や物事の観察力には目を見張るものがあります。昨日できなか
ったことが今日突然できるようになっていたり、大人の真似をして色々なしぐさをしたり
と、親としての振る舞いにも気を配っていかなければなりません。食事の時間にも、自分
の前に並べられた食事より親の食事を欲しがり、箸や皿に次々と手が伸びてきます。あと
新しいものにも目がない様子で、初めて見たものには必ず手を伸ばし、触ったりなめたり
かんだり色々確かめてそれについての知識を最大限得ようとします。まさに興味津々とい
う言葉を体現していて微笑ましいものがありますが、かじったり飲み込んだりしないよう
に常に気を付けなければならないのでいつも肝を冷やしています。急激に成長したと感じ
るようになったのはやはり保育園に通いだしてからのような気がします。しっかりと足を
踏みしめて歩けるようになったり、飲み物をコップで飲めるようになったり、拍手したり
指さしをして自己主張ができるようになったり、今後の成長がすごく楽しみで、同時に親
としても模範になる言動をできる存在になれるよう、子どもと一緒に成長していかなけれ
ばならないと思う今日この頃です。
さて次のバトンは、同期でイベントやテニス等で交流があり、親しみやすい人柄の愛さ
れキャラ、医療センターの戸田美帆さんにバトンタッチ！
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新入会員、いらっしゃ～い！
其の 36
今回紹介するのは高知大学の武内さんです。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。
－高知大学医学部付属病院の武内佑磨（たけうちゆうま）です。出身は高知県の香南市で、
出身校は広島国際大学です。広島国際大学は山に囲まれた場所にあり、買い物や遊ぶには
不便な場所でしたが、リニアックなど装置は充実しており勉強するには適した環境でした。
最近広島国際大学出身者が増えていますね。先輩たちが結構いるのでは？
では、技師歴と技師を目指したきっかけなどを教えてください。
－技師歴は 1 年目です。
祖母ががんを患い、放射線治療で治したことで放射線に興味を持ったのがきっかけで、診
療放射線技師を目指そうと思いました。患者さんに良質な医療を提供するためには他の医
療従事者とのコミュニケーションが大切だと思いますので患者さんだけでなく、他の医療
従事者にも信頼されるような診療放射線技師になりたいです。
みなさんしっかりとしたきっかけをお持ちですねぇ。私なんか受験するまで放射線技師
という職種さえ知りませんでした。諸先輩方の努力などで認知度も上がってきたのでしょ
う。今、放射線技師以外に資格はお持ちですか？
－普通自動二輪の免許を持っています。通勤しはじめたときに、渋滞で遅刻するのが嫌だ
と思い車の免許取得ついでに普通自動二輪免許を取得しました。しかし香南市-南国市間
は、ほとんど混雑しないので取得後は一回もバイクに乗ってないです。
ここであなたの趣味を教えてください。
－趣味は体を動かすことです。
休日には友達を集めてサッカーをしたり、バレーをしたりしています。
身体を動かすことが好き!?技師会では、1 月にソフトボール大会を企画しています。真
冬のソフトボール！是非、参加してくださいね。それでは、恒例となりつつある突飛な質
問です。あなたが一押しのラーメン屋さんを教えてください。
－高知県ではないのですが、東広島市黒瀬町にある「まつうら」というラーメン屋さんが
一押しです。魚介系ラーメンで味が鯛、鯖、鰯、アサリ、カツオ、トビウオがあり、どれ
も魚介の風味がよく出ていてすごくおいしいです。学生時代、週一で通っていました。
会員のみなさん、足を延ばしてみて近くをお通りの際は、是非探してみてはどうでしょ
うか？武内さん、今日はどうもありがとうございました。これからも、技師会の企画・講
習会などへ顔を出してくださいね。
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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。

総務報告（２０１６年１０月２８日現在）
１．高知県の会員数

２２０名

２．Ｈ２８年度会費納入者

１７０名

賛助会員

９社

３．Ｈ２７年度未納入者

８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）
９．今月の会員異動

０名
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。

