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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
事務局 〒780-0850
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

TEL･FAX 088-872-4585

「宿毛市」
西南地区理事

岡林

史朗

私の不確かな記憶を手繰ってみても宿毛から「所感」が書かれたことはそうな
かったと思いますので「所感」にはあてはまりませんが、ここは一つ宿毛の紹介
をしてみたいと思います。
宿毛市は高知県の最西端にあたり北部は愛媛県愛南町と接します。私は平成 4
年に赴任しましたがそれから平成１５年くらいまでは人口は二万五千人程度で推
移してきましたが現在では二万一千人台に落ち込んできています。主な産業はや
はり漁業で近年では宿毛湾を中心に養殖業が盛んに行われています。特産品とし
ては初夏によく取れるキビナゴでしょうか。鹿児島を初夏に旅行した際に地元の
居酒屋で「今鹿児島でおいしいものは何ですか？」と尋ねると「キビナゴです。」
と答えられ悲しい思いをした覚えがあります。そしてやはりこれは外せないので
すが魚釣りが有名で沖ノ島、鵜来島があり寒グレシーズンの今時分は片島港が釣
り客でごった返します。また宿毛市外でも近隣を見回すと、「釣りバカ日誌」にも
登場した土佐清水市松尾の「ウスバエ」、石鯛で全国的にも有名な大月町柏島の
「ムロバエ」、愛媛県愛南町からは「アブセ」「ヤッカン」を有する武者泊や中泊
と数えればきりがありません。私の友人が長崎県の男女群島に遠征をしたときに
船頭にどこから来たと尋ねられ、宿毛から来たと答えると呆れられたそうです。
かくいう私も釣りが大好きで数えきれないほど沖ノ島、鵜来島には通いましたが、
長い子育て時期が続きまだ５年くらいは復帰は難しいかなと考えています。
ここで沖ノ島にちなみ宿毛市の歴史についてちらっと書いてみたいと思います。
沖ノ島は周囲１７ｋｍの小さな島ですが室町時代から伊予と土佐に分かれていま
した。しかし江戸時代初期に宇和島藩と土佐藩で国境争いがあり野中兼山などの
活躍により島内の国境が確立しました。時を前後して国境であり弘法太子も来山
された言い伝えがある篠山でも国境争いがあり国境の東側の一部が土佐藩、西側
の一部が宇和島藩といびつな形で決着したそうです。両者とも廃藩置県の際に沖
ノ島は高知県に、篠山は県境から東は高知県、西は愛媛県と自然な形で転入され
たそうです。現在では篠山には「高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学
校組合立篠山小学校」という日本で一番長い名前の小学校が設立されています。
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会の動き
平成 27 年度 第 10 回常務理事会
1 月 10 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。

お知らせ
高知県放射線技師学術大会

学術

平成 29 年２月 12 日(日) 高知医療センター くろしおホール
10:30～10:50
発表者・一般
10:55～11:00
開会の挨拶：
11:05～12:05
一般演題 1
1. 褥瘡エコー検査のススメ

昼休憩

受付
会長

巴

昭彦
座長

菊池真司

四万十町国保大正診療所 大川剛史
2. Ｘ線単純撮影でわかりにくい微細骨折における超音波検査の有用性
～整形エコーのススメ～
四万十町国保大正診療所 大川剛史
3. 踵骨 CT－MPR における再構成断面について
高知医療センター 今城健吾
4. 頭部 CTA 検査での脈拍と CT 値について
もみのき病院 山中こず恵
5. 当院造影検査における造影チューブの耐圧性能評価
高知医療センター 和田佳晃
6. 造影 CT とその他の CT 検査における同意書・問診についての
アンケート調査結果
もみのき病院 山中こず恵
12：10 – 12：50
12:55～13:45
メーカーセッション
（司会） 副会長 伊東 賢二
『CT の最新テクノロジーと RSNA（北米学会）の報告』
講師：東芝メディカルシステムズ株式会社
13:50～14:50
一般演題 2
座長 島﨑 悟
7. Virtual Grid の使用経験(SSD が画質に与える影響)
高知大学医学部附属病院 近藤裕太
8. 病棟ポータブル撮影における Virtual Grid の使用経験
高知大学医学部附属病院 大黒和輝
9. 長尺 FPD の使用経験
高知大学医学部附属病院 武内佑磨
10. Ｘ線 TV 装置内蔵の脱着型 FPD による長尺合成画像の
拡大率検証報告
近森リハビリテーション病院 髙橋宏幸
11. 3T-MRI 装置導入・1.5TMR 装置更新を経験して
もみのき病院 水口紀代美
12. BPAS の画質改善
もみのき病院 土居伸匡
15:00～16:30
特別講演
（司会） 会長 巴 昭彦
『DICOM および可搬型媒体の取扱いについて』
講師：日本医用画像情報専門技師会 会長 守本京平 先生
16:35～16:40
閉会の挨拶： 副会長 高橋 宏幸
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東部地区理事 楠永

日時：平成 29 年 3 月 4 日（土）14：00 集合
場所：高知大学医学部付属病院 放射線部
演題『最新 FPD システムを導入して』
演者＆内容 キタムラメディカルによる説明会＆講演

講習会終了後、19 時より情報交換会（親睦会）を予定しています。
場所

高知市内
TEL

とんぷー（東風）3000 円（東部地区より一部負担）

088-884-8242

わかりにくいので一応説明しますと、
かるぽーと前

ファミマ（コンビニ）南に 2 本目右折（行き過ぎると信

号） 2 本目の十字路にあります（見た目

古い。店にゾウマークあり）

親睦会出席の方は、もよりの地区理事か、JA 高知病院楠永まで TEL088-863-2181 連絡してください。
当日急な参加にも対応するようにします。

高知医療センターPET 講演会のお知らせ

大野 貴史

下記のとおり講演会が開催されます。入場無料でどなたでも参加出来ます。
興味がある方は是非お越しください！

日時
場所
演題
講師

平成 29 年 3 月 10 日(金)18:00～19:20
高知医療センター くろしおホール
「PET/CT 検査の役割と注意点」
野上 宗伸 先生
兵庫県立がんセンター放射線診断科医長

協力

日本メジフィジックス株式会社
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副会長

髙橋 宏幸

日時 平成 29 年 3 月 11 日（土）16 時から
場所
高知市総合あんしんセンター 本会会議室
基調講演 「放射線技術部門の災害訓練」
講師
宮川和之 高知医療センター放射線技術部部長
本年は、リクエストにより「災害」をテーマに開催します。
平成 28 年度は 4 月に熊本地震、10 月には鳥取中部地震がおきました。
基調講演をもとに、ディスカッションをおこないますので、各施設で災害時
の備えや何をすればよいのかなど、再検討課題等の洗い出しに最適です。
情報交換会も用意していますので管理職の方だけではなく、主任、リーダク
ラスの方にも参加を願い、幅広い意見交換をおこないたいと思っています。
情報交換会場所：ピエーノセッティモ(予定)、18:00 より
お問合せ：近森リハビリテーション病院 髙橋宏幸
TEL：088-822-5231(内線 7252)
e-mail：hitaka@chikamori.com
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暢将：高知医療センター

）

このたび戸田さんからリレーエッセーのバトンを渡されました、中田暢将
です。戸田さんとは医療センターで同じ断層画像科で働いております。
ちょうど３年前の２月に私が高知医療センターへ入職してから、戸田さんに
はいろいろと仕事を教えていただき、とてもお世話になっています。
現在私の日課になっているのが、毎晩９時から始まる自転車のローラー練
習です。医療センターへ入職する前は月に１～２回ほど友達と往復５０km
程の道のりをロードバイクに乗ってランチを食べに行ったりするのが唯一の
趣味でした。そんな私がなぜこんなにガチンコで自転車に乗るようになった
のかというと医療センターの自転車部に入部したのがきっかけでした。
２年前、自転車部の企画で淡路島を一周する通称アワイチに行くことにな
り男性３人は一周 150Km を行くことになりました。そこで見事に撃沈。ほ
かの二人が談笑しながら走っている後ろを付いていくのが精一杯、前半の平
地で頑張って漕いだせいで中盤の山岳区間は脚がパンパンで力が入らず止ま
りそうになりながらギリギリ登頂、最後は体中が痛く自転車に乗りたくない
けど乗らなきゃ帰れないという地獄の時間。結局タイムオーバーで一周コー
スは完走できずショートカットで何とかゴール。
そんな経験からもっと練習しなきゃなぁと思ったのですが、土日は家族サ
ービスをしなくちゃいけないし、仕事が終わってから２時間も乗りに行くの
も難しいということで、家の中で自転車が漕げるローラー台の購入を決意し
ました。ただこれがものすごくしんどい（涙）。室内なので風もなく夏はサ
ウナ状態、冬でも窓全開で扇風機を強風で回しても床一面汗まみれになるほ
ど。それに妻からは『自転車の音がうるさい』、『部屋の中で自転車乗るとか
意味わからん』と怒られる毎日。
しかしめげず続けるとこれが思った以上に効果があり距離も 100km ぐら
いなら何の問題も無く乗れるようになったので、高知で行われてる土佐セン
チュリーという自転車イベントに自転車部のみんなと参加しました。そこで
自転車部のエースである K さんに後半引き回されゴールはできましたが脚は
ガクガクで力の差を見せつけられる結果となりました。あれから１年半以上
経ちますがまだまだエースには追いつく気配すらなくこれ以上離されないよ
う毎晩ローラー台でハアハアもがく日々を続けています。年齢的にもあと数
年で４０で体力的な限界ももうすぐ来そうなのでそれまで出来るだけ足掻い
てみようかと思う今日この頃です。
そろそろ私は練習の時間が近づいて来ましたので次の方へバトンを渡した
いと思います。年齢は私の一つ下なのですが中身がすでに４０超えてんじゃ
ねーかって思うぐらいしっかりした人で、仕事に対してすごく真面目でとて
も尊敬しています。
それではフレッククリニックの中野めぐみさんにバトンタッチ。
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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

総務報告（２０１６年１２月２８日現在）
１．高知県の会員数

２１８名

２．Ｈ２８年度会費納入者

１７９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）
５．Ｈ２８年度再入会員数
（今月の再入会）
６．Ｈ２８年度退会者数
（今月の退会者）

０名
０名
０名
３名
０名

７．Ｈ２８年度転出者数

１名

８．Ｈ２８年度転入者数

１名

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。

