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「宜しくお願い致します！！」 
学術担当理事 大川  剛史 

 

 高知県診療放射線技師会の皆さま、日々の業務お疲れ様です！！ 

今年度から理事を務めさせていただきます。四万十町国保大正診療所の大川剛史です。 

皆さまとは今まで、Ai オートプシーイメージング関連や学術大会でお会いしたこと

もあったかと思います。よくご存じでない方は、技師会のなにかの会の時に、私のト

レードマークのスキンヘッド・はげ頭をお探し下さい。すぐにわかるかと思います。

いつでもお気軽にお声をおかけ下さいませ。ただし、難聴がありますので大きな声で

話してもらえたら有難いです！！ 

さて、診療所業務の中に検査部門以外で医療安全管理者・応急手当指導員・防災

士・国際災害医療支援 NGO 団体 AMDA のメンバーとして南海トラフ地震・災害対策の

活動をおこなっております。内容として災害医療の備えとして地域住民の方に防災や

応急手当・心肺蘇生の指導や避難所運営マニュアルの作成指導など行っております。 

また、最近では、整体師・ピラティスインストラクターの資格を活かしてエコーを

使った慢性疼痛の治療や月 1回ではありますが、慢性疼痛に苦しむ地域の方や運動不

足な方を対象に、いつまでも若々しく美しい身体や心を目指すために、ピラティス・

筋膜リリース体操教室を行っています。 

ピラティスってご存知ですか？ヨガに似ていますが西洋医学のリハビリテーション

の要素もあり、体幹筋を鍛えるのにとてもいいです。筋膜リリースは TV や雑誌など

で有名なので皆さんもご存じでしょう。 

我々、診療放射線技師は日々の業務で患者さんの骨格や身体の構造を見続けている

ので血管の走行の異常や骨の歪みがわかりますよね。それに加えて神経や筋肉の構造

までみえるようになると、様々な痛みの原因がみえてきます。とても面白い分野です。 

興味のある方はいつでも遊びに来てくださいね～！！ 

もう文字数がありませんので、これくらいにしておきます。おかしな奴ですが、皆

さま、どうぞよろしくお願い致します。 
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会の動き 
平成 29 年度 第 5 回常務理事会 
 

8 月 1 日（火）、総合あんしんセンターにて第 5 回常務理事会を開催した。 
 

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。 

 

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

 8 月 5 日（土）15：00 より本会会議室にて第一回講習会「サーべイメー

タ校正」を開催した。今年はスケジュールの都合で例年より一月早い開催と

なり、昨年同様（株）住重アテックス（社名変更）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、14 名（内非会員 4 名）の受講で 13 台（10 施設）の線量計が校

正された。 

 

 
お知らせ 

Ai 講習会                                 大川剛史 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
   このたび、高知県診療放射線技師会主催の Ai 講習会を開催する事になりました。 

この講習会は、死因究明に大きな役割を期待される Ai（オートプシーイメージング：

死亡時画像診断）に必要な X 線撮影、CT 等 の撮影技術、3D 画像処理技術・画像保

管、症例報告などに関する基礎的な内容を学び、Ai における最新情報の共有化を図るこ

とを目的としています。ご多忙とは存じますが、積極的なご参加をお願い致します。 
敬具  

日 時    ： 平成 29年 9月 30日（土）14:00〜17:00（受付開始 13:30） 
会 場    ： 高知市総合あんしんセンター3階会議室             
参加費  ： 無料   (技師会員・高知県警関係者・海上保安庁関係者など) 
      500円 (いずれにも所属されていない方) 
テーマ：「遺体検案に必要な Ai オートプシーイメージングの基本について」 
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平成 29 年度業務拡大に伴う統一講習会                学術 
 

日時：2017 年 11 月 11 日(土)－12 日(日) 
場所：高知医療センター1 階研修室 
受講料：( )内は非会員 
①通常        15,000 円(60,000 円) 
②静脈注射(針刺しを除く)に関する講習会修了者 13,000 円(50,000 円) 
③注腸Ｘ線検査臨床研修統一講習会修了者   5,000 円(35,000 円) 
②＋③の講習会修了者      3,000 円(15,000 円) 
申込期間：2017 年 07 月 25 日－11 月 01 日 定員：100 名 
申込方法：日本診療放射線技師会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ会員用ｼｽﾃﾑ内のｲﾍﾞﾝﾄ申込ﾒﾆｭｰ 
（非会員の方は JART 情報システムに非会員として新規登録のうえ、 

同様にお申し込みください）  
プログラム 
1 日目 

08：30～09：00     受付 
09：00～09：10  10  開講式・オリエンテーション 
09：10～10：00  50  講義（DVD放映）静脈注射関係 
10：00～10：50  50  講義（DVD放映）静脈注射関係 
10：50～11：00  10  休憩 
11：00～11：50  50  講義（DVD放映）静脈注射関係 
11：50～12：00  10  休憩（準備） 
12：00～12：50  50  ※実習・演習 静脈注射 
12：50～13：50  60  昼休憩 
13：50～14：40  50  講義（DVD放映）法改正 
14：40～15：30  50  講義（DVD放映）IGRT 
15：30～15：40  10  休憩 
15：40～16：30  50  講義（DVD放映）IGRT 
16：30～17：20  50  講義（DVD放映）IGRT 

2 日目 
08：50～09：00  10  オリエンテーション 
09：00～09：50  50  講義（DVD放映）下部消化管 
09：50～10：40  50  講義（DVD放映）下部消化管 
10：40～10：50  10  休憩 
10：50～11：40  50  講義（DVD放映）下部消化管 
11：40～12：30  50  講義（DVD放映）下部消化管 
12：30～13：30  60  昼休憩 
13：30～14：20  50  ※実習・演習 下部消化管 
14：20～14：30  10  休憩 
14：30～15：20  50  ※実習・演習 IGRT 
15：20～15：30  10  休憩 
15：30～16：30  60  ※実習・演習 BLS 
16：30～16：40  10  休憩 
16：40～17：30  50  確認試験 
17：30～17：40  10  解答用紙回収、確認作業 
17：40～17：50  10  閉講式    
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平成 29 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１0 月 15 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。 みなさん 楽しみましょう。 

 

中央南地区主催講習会             中央南地区理事 中田 暢将 
 

 高知医療センターが基幹災害拠点病院として機能を果たせるよう高知県立大学と共同で

合同災害訓練を行っています。傷病者数200数十名、総参加者数も数百名とかなり大規模

な訓練です。今年は高知県放射線技師会員の方にどのような訓練を行っているのかを見て

いただきたいと思い、見学会を中央南地区主催の講習会として開催することとしました。

また詳しい内容が決まりましたら順次お知らせしていきたいと思います。 
たくさんの方（20名程度の募集予定）のご参加をお待ちしております。 

 

日 時    ： 平成 29年 11月 5日（日）8：30～（受付開始 8:15） 
集合場所 ： 高知医療センター 13番受付前（正面玄関から一番奥へ） 
 
 

中央南地区主催講習会及びソフトボール大会の申し込み方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各地区理事は参加者「０」でも必ず担当者へ連絡してください。 

 

中田暢将 中央南地区講習会 088-837-3000

東部 楠永倫也 JA高知病院 088-863-2181

担当者 催し 連絡先

楠永倫也 ソフトボール大会 088-863-2181

088-837-3000

中央東 菊地真司 高知赤十字病院 088-822-1201

会員

地区 理事 施設 連絡先

西南 岡林史朗 幡多けんみん病院 0880-66-2222

注意！各地区理事は参加者が「無」でも、その旨連絡ください！

西部 秋田和宏 須崎くろしお病院 0889-43-2121

中央西 荻野孝弥 もみのき病院 088-840-2222

中央南 中田暢将 高知医療センター
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JART ホームページ会員システムログイン方法 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 日本診療放射線技師会のホームページを開く 
② JART 情報システム → ログインはこちらから をクリック 
③ JART 情報システムログイン画面になりますので、必要情報を入力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 初めてシステムを利用・新規登録はこの画面に従ってください 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

⑤ ログイン後「生涯学習」→「イベント参加申し込み」→「検索実行」 
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  その 159（ 濱田 正俊：いずみの病院 ） 
 
 今回、北村病院の川田信悦君からバトンを貰いました。 
きんろう病院の濱田正俊です。今回で 2 回目になります。 
 まさか、また回ってくるとは正直思わなかったです。川田君とは、中学の

時、塾が同じで非常に頭がよく勉強では敵いませんでした。 
就職の時、最初に勤務した病院が愛宕病院だったのですが、その時に先に

愛宕病院に就職して第一線ですでに働いていた川田君と何年ぶりかに再会し

懐かしさもありましたが、懐かしさより川田君の技師としての力量と成長ぶ

りに、これは歯が立たないと思った印象が鮮明に残っています。周りの先輩

たちのメンツも当時、凄い人ばかりで、知識と圧倒的な撮影技術力を目のあ

たりにして、毎日のように自分の技術力の上達に悩み、泣き、技師を辞めよ

うかと思った時期もありましたが、いっぱい学ばせていただいた先輩たちの

お陰で今に至ります。 
私は、今 4 人の子供たちの世話で毎日がてんてこ舞いで、仕事終わりや

休みの日は習い事の送り迎えなどで、ほとんど時間を奪われていますが、逆

にそれが仕事のストレスを解消してくれているような気がします。 
 
さて、次のバトンを引き継ぐのは、幡多けんみん病院の淵上君です。 

ハイタッチ。 
 

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 
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総務報告（２０１７年７月２５日現在） 

１．高知県の会員数     ２１２名 

２．Ｈ２９年度会費納入者  １２０名 

       賛助会員     ５社 

３．Ｈ２８年度会費納入者   １５名 

４．Ｈ２９年度新入会員数    １名 

 （今月の新入会）       ０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     ６名 

 （今月の退会者）       １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。 


