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「総会総括」 
副会長 伊東  賢二 

 

 平成 28 年度総会に出席いただいた方々、また委任状にて参加された会員の方々に

改めて感謝いたします。おかげさまで総会は成立し、議事進行もスムーズに行われ定

刻通り終えることができました。 

例年総会は 5月に開催しておりましたが、年度末の期末監査および監査後の理事会

承認を経て決められた期間を置いての総会開催となると、必然的に 6月開催となりま

す。その後の地区会の開催時期についてご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

平成 29 年度も会員の皆様のご理解をいただけるよう、会長はじめ執行部一同頑張っ

てまいりますのでよろしくお願いいたします。 

さて、医療技術の高度化・複雑化に伴い、平成 22 年に厚生労働省から「医療スタ

ッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」の通達が出されたように、我々

コメディカルにより高度な専門知識とそれを活かしていく協調性が求められています。

このことを念頭に置き、微力ではありますが、会として勉強会・講習会を開催してい

きたいと思っております。また、本年度も統一講習会を開催予定ですので皆様の参加

をお願いいたします。 

また、教育に関しては医療の高度化に対応できるように診療放射線技師養成指定規

則の見直しや 6 年生教育課程の実現を目指すとのことが言われております。さらに、

今後の各都道府県会長・副会長は、修士の取得を目指してほしい。さらに大学の技師

長職は、博士課程取得を目指してほしい。などの意見も会長会議で出ているようです。

これらのことは「診療放射線技師は高い教育を受けた集団で、現代医療にはなくては

ならない存在」との認識を、医療における他職種、あるいは国民（患者）に持ってい

ただくためには避けて通れない道だと思っております。 

医科系に関して高知県では高知大学大学院が社会人枠を設けております。皆様方に

おかれましては卒後教育の選択肢の一つとして考えていただければと思います。 

高知県技師会は新しい理事を迎え、また新たな任期に励む所存ですので皆様のご協

力をよろしくお願いいたします。 
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 公 示  

平成 29 年 6 月 18 日 
公益社団法人高知県診療放射線技師会 

選挙管理委員会委員長 吉永 優一 

 

平成 29・30 年度の役員選挙結果について 
平成 28年度公益社団法人高知県診療放射線技師会通常総会において、 

下記の理事が決定したことを報告する。 

記 
 

25037 巴  昭彦（潮江高橋病院）      

30541 髙橋 宏幸（近森病院）        

25165 伊東 賢二（高知大学医学部附属病院）   

25663 藤田 純二 (いずみの病院)           

26540 中村 伸治（近森病院）        

29538 大野 貴史（高知医療センター）    

32411 柳本 禎久（梼原病院）       

34410 板山 和幸（木俵病院）      

36383 岡林 史朗（幡多けんみん病院）  

37218 三好 裕司（高知赤十字病院）        

37606 佐々木俊一（高知大学医学部附属病院） 

37786 楠永 倫也 (ＪＡ高知病院)    

45355 足達 麻衣（高知生協病院）       

49806 菊地 真司（高知赤十字病院）        

52475 大川 剛史（大正診療所）        

60360 山中こず恵（もみのき病院）     

61453 中田 暢将（高知医療センター）  

62144 荻野 孝弥（もみのき病院）       

   62681 秋田 和宏（須崎くろしお病院） 

監   事 

14987 清水 雅明（自宅）        

24578 楠瀬 正哲（下司病院）           
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会の動き 
平成 29 年度 第 3 回常務理事会 
 

6 月 6 日（火）、総合あんしんセンターにて第 3回常務理事会を開催した。 
 

平成 29 年度 第 2 回理事会 
 

 6 月 18 日の総会後に開催された第 2 回理事会において代表理事 3 名が選出された。 
巴 昭彦（会長）、高橋宏幸（副会長）、伊東賢二（副会長） 

 

自己啓発研修についてお尋ねします      企画担当理事 山中こず恵 
 

 傾聴、コミュニケーション、アンガーマネジメントなどの自己啓発について、技師会

で研修があった場合には参加したいですか。また、講師費として参加費がいる場合はどう

思われますか(無いにこしたことはないと思いますが･･･)。 

 関心のある人が多いようでしたら、講師を探したいと思います。まずは、皆様のご意見

をお近くの理事、または企画山中までお寄せください。 

 
お知らせ 

地区会のお知らせ                           地区・企画 
 

 平成 29 年度の地区会は下記の日程でおこなう予定です。 
皆様、誘い合わせてご参加お願いします。 
 
【地区名】 【開催日時】   【場所】 
西  南(A,B)  7 月 01 日(土)16:00 から    木俵病院 18:00～別会場にて情報交換会 
 
西  部(C,D) 7 月 14 日(金)18:30 から   土佐市民病院 会議室  
 
中央西(E,F,G) 7 月 22 日(土)15:00 から   健康カフェとりごえ 

所在地： 〒780-0949 高知県高知市鳥越１丁目１ 
もみのき病院の駐車場をご利用ください。 

 
中央南(H,I) 7 月 27 日(木)18:00 から 高知医療センター1 階研修室 3 
 
中央東(J,K) 7 月 5 日(水)18:30 から 高知赤十字病院南館 1 階外来ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室 
 
東  部(L,M) 7 月 11 日(火)18:00 から   JA 高知病院 5F 会議室 

 
積極的に参加をお願いします。 
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平成 29 年度高知県開催 

「新人放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」 
主催 公益社団法人 高知県診療放射線技師会 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 
 

 高知県放射線技師会では、「日本診療放射線技師会」（JART）との合同企
画として「フレッシャーズセミナー」を開催します。 
会員・非会員を問わず受講できます。多くの方々の申し込みをお待ちして

おります。 
 
日  時：平成29年7月9日（日）10時00分～16時50分 
会  場：高知市総合あんしんセンター内 高知県診療放射線技師会事務所 
参加費 ：無料（ただし弁当が必要な方は会場で徴収します。） 

 
第 1 回講習会（サーべイメータ校正）                  学術 
 

 いざというときの為に、サーべイメータの校正をしましょう。 
校正された線量計で自施設の線量測定をしましょう。 

日時：平成 29 年 08 月 05 日(土)15:00～ 
 （本年度は昨年より１月早い開催となっています。ご注意くださ

い） 
場所：高知市総合あんしんセンター（高知市丸の内一丁目 7 番 45

号） 
高知県診療放射線技師会事務所会議室(2 階) 

校正費用：10,000 円/台 (会員以外 20,000 円/台) 
 

電離箱サーベイとシンチレーションサーベイは現場で校正可能です。 
GM サーベイメータは、μSv/hr を測定するタイプのもの(検出器が小口径)は、

現場では校正不可能です。 
測定器のメーカーによっては、使用方法等がわからないなどの理由により、

上手く校正が実施できない場合もあります。(アロカ製はほぼ問題なし) 
業者さんに持って帰ってもらい、校正できる場合もあります。 
 
校正希望の方は、台数を把握するために、必ず近森病院中村まで連絡をくだ

さい。 
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   その 158（ 川田 信悦：北村病院 ） 
 北村病院の川田信悦です。技師会自体会員数も限られていますのでそろそろ 2 度目、3

度目と書かざるをえない状況になってきてますよ皆さん。かく言う私もようやく 2 度目の

登場となりました。キタムラメディカルの内田くんとは個人病院にも関わらず部不相応な

PACS 導入時に何かとお世話になりました。いろいろあってどこか遠くに行きたくなった

ことでしょう、お疲れ様でした。 
  さて、2 回目ということもあり今回は『愛猫家カワダ』の異名を持つ私の猫人生をば、

ダラダラと。当家の猫達は何かしらおサカナさんの名前をつけるのが風習となっていまし

て、チンチラの『ウルメ』、アメショーの『はまち』、後免駅育ちの『いわし』、近所の

溝で溺れていた(泳いでいたのかも)『サヨリ』、当院の駐車場で彷徨っていた『ヴィヴィ

アンひらめ』等濁点のない魚の名前がついています。 

1 度濁点付き『メザシ』というアメショー(♂)がいましたが、とんでもない「暴れん坊将

軍」でして・・・以来当家では濁点は御法度となっています。この中には含まれていませ

んが現在 12 歳になる血統書付きアビシニアンがいまして、なぜか『みみ江』と命名。 

近所の大手ペットショップで 120K もしたんですが、我が家に来た時から気性が荒くゴロ

ゴロ言っていたかと思うと火吹いて怒ったり。こいつはきっと高血圧なんだろなぁとタカ

を括っていたら 3、4 年程前から『若年性痴呆症』にかかりトイレの中でなく前でブリブ

リするようになってしまいました(泣)。他にいわし、サヨリがいる為ストレスなのかとト

イレの数も増やしたり、ゴハンを色々変えてみたりとしたんですが獣医さん曰く、基本的

にアビシニアンはお腹が弱い部類らしく、どの薬が合うのか消去法で試していくしかない

そうで、終いにはヒト様用のビオフェ○ミンが処方される始末。とある休みの日にしばし

見守っていたんですが起きたと思えばすぐゴハン、食べたと思えばすぐブリブリ、でまた

寝て起きて食べてブリブリの連鎖連鎖…我が子達に手がかからなくなったのに逆にみみ江

さんのお世話に日々追われるとは！ケルヒャー買って高温スチーム除菌！とか言いながら

逆に菌を大気中に拡散させたり無意味…。 
  前述しました『ウルメ』、彼女は重度の糖尿病で、インシュリンで延命しますかと問わ

れましたが歳も歳だったので打たずに当家で約 11 年(『糖尿病です！』って言われた時思

わず『ヒトかよ！』て言い返しちゃいました)。『はまち』は卵巣筋腫が両方にでき、除

去後幸い良性で転移することなく 4 年後 17 歳で他界しました。猫の認知症なんてと思わ

れるでしょう…あるんですよ皆さん！ 
  さてさて次回バトンタッチするのは前職場で面接に来られてビックリ仰天、中学時代に

塾が一緒だったいずみの病院の濱田正俊くんです。彼も 2 回目かな？ 
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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 
 
 
 

総務報告（２０１７年５月３１日現在） 

１．高知県の会員数     ２１３名 

２．Ｈ２９年度会費納入者   ７４名 

       賛助会員     ２社 

３．Ｈ２８年度会費納入者   １１名 

４．Ｈ２９年度新入会員数    １名 

 （今月の新入会）       １名 

５．Ｈ２９年度再入会員数    ０名 

（今月の再入会）       ０名 

６．Ｈ２９年度退会者数     ５名 

 （今月の退会者）       ５名 

７．Ｈ２９年度転出者数     ０名 

８．Ｈ２９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。 


