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「変わるもの、変わらないもの」 
企画担当理事 佐々木  俊一 

 
今年度より高知放射線技師会常務理事として活動をしております、高知大学医学部

附属病院の佐々木俊一です。職場では主に放射線治療を行っております。企画担当と

して高知県技師会を支えて参りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

高知県技師会との関わりは、高知県庁での学術大会で、スライド係として 10 枚一

組のスライド枠を演者様の声に気をつけながら、一枚ずつ引っ張っていた思い出があ

ります。その頃のスライドは写真屋さんまで持って行って現像を行ってもらい、スラ

イドに仕上げていくというような大変な思いをして作っていた記憶があります。 
時代は移り変わり、今やスライドは誰もが手にしている PC によって自由に作成で

き、そのファイルを持ち込むだけでプレゼンテーションが手軽にできる環境になって

います。便利なことは便利なのですが、逆に発表用の PC にデータを保存する直前ま

で手直しを行うことも可能になります。これでは、便利になって良かったのか悪かっ

たのか。最後まであがいて手直しして、削除するデータを間違ってしまったり、同じ

データを貼り付けてしまったりと、皆様の中にもあるのではないでしょうか（無い

か・・・）。 
いずれにせよ時代は加速度的に刻一刻と移り変わり、スライド原稿だけではなく、

放射線技師の世界でも便利な世の中になってきました。撮影をしても今や直ちに画像

が表示され、写真現像という行為が過去の歴史になりつつあります。また、撮影条件

も記憶してくれる機器が増え、診療放射線技師としては非常に楽になっていると言え

るでしょう。 
しかし、それを運用するのはひとであり、いかに運用するかは使う人の努力と志に

他なりません。高知県放射線技師会の目的には「診療放射線技師の職業倫理を高揚す

るとともに、医用放射線の安全利用に関する知識の普及啓発、及び診療放射線学の向

上発展を図り、もって県民保健の維持発展に寄与すること」とあります。時代が変わ

って、便利さと引き替えにこの目的を見失わないよう日々の努力を重ねたいと思いま

す。 
 

 

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   

技 
師 会 だ よ り 

Ｒ 高知県診療放射線技師会 



平成 29 年 10 月 1 日発行第 478 号      技師会だより                  （2） 

会の動き 
平成 29 年度 第 6 回常務理事会 
 

9 月 5 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。 

 

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。 

 
 

基礎技術講習「Ｘ線ＣＴ検査」 報告                   学術 
 

9 月 10.日（日）、高知市総合あんしんセンター3Ｆ中会議室にて、基礎技術講習「Ｘ線Ｃ

Ｔ検査」を開催した。 
8：50 より開講式、9：00～「ＣＴ装置」一番ケ瀬 敬  （GE）、09:50〜「画像再構

成法」 山本 晃司（高知日赤）、10:40〜「撮影技術１」岡林 正光 （高知生協病院）

11:30〜「撮影技術 2」中村 伸治 （近森病院）、13:20〜「撮影技術 3」山中 こず恵 

（もみのき病院）、14:10～「画質・性能評価・線量特性１、２」 沖野 和弘（ 高知大

学）、15:40〜「画像表示処理」  岡 雅輝 （ 高知医療センター） 
と講義を行い、16：20 より本講習の理解度を評価する「確認テスト」を実施し、最後に

閉講式にて中村教育委員より受講者に「修了証書」が授与され基礎技術講習会は終了した。 
県内外より 26 名（内、県外 8 名）の方が受講され、ＣＴの原理・機器管理・画像評価

など入門～臨床応用に役立つ講義内容であった。また本県では前年に続き第２回目の基礎

技術講習会で本年も各講師の先生方の事前講義準備などのご協力により無事講習会を終え

る事が出来た。 
 

お知らせ 
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）  
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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    

 
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。 

 

リレー・フォー・ライフ高知                  副会長  髙橋宏幸 
 

 今年もリレー･フォー･ライフの季節がやってきました。 
一般の方向けの被ばく相談をおこないます。 
会員の皆様は、はりきって歩いて、バーベキューを食べて、親睦も兼ねて、

多数の参加をお願いします。 
日時：平成29年11月3日(金) 12:00～11月4日(土)12:00 
場所：高知大学医学部グラウンド 
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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。 

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） 
 
中央西地区主催講習会             中央西地区理事 萩野 孝弥 
 

日 時    ： 平成 29年 12月 16日（土）15：00 ～ 17：00 (2時間程度)  
開催場所 ： 高知市総合あんしんセンター3階 中会議室 
講習会名 ：「傾聴力とは」 
講演者  ：傾聴ボランティア高知とんぼの会 会長 山本典判 氏 
対象者  ：新人から中堅まで 
 
日々の業務の中で、患者様の言葉に耳を傾けているのか、自分の接し方を振り返る良い

機会ですので、多くの方の参加をお待ちしております。 
講習会後の懇親会も予定しておりますので、参加希望の方は、もみのき病院放射線科 

萩野まで連絡をお願いします。懇親会の場所等、決まりましたら随時お知らせします。 
 
連絡先 ： 088-840-2222 
  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 160（ 淵上 伸一：幡多けんみん病院 ） 
 
 いずみの病院の濱田君からバトンを頂いた幡多けんみん病院の渕上伸一です。 

最初の連絡の時「勤労病院の濱田さんからお電話です」と聞き、引き継がないでください

と電話交換の方に言ってしまいました。大変失礼しました。 
さて濱田君とはいつぞやの技師会（10 年ぐらい前？）で会って以来でした。川田君とは

高校卒業以来お会いしてないですね。たぶん今あっても分からないかも・・・。 
旧宿毛病院に就職して 26 年が過ぎ、結婚・子育て・マイホームと極めて平凡な人生を

謳歌しています。子供は 2 人ですが、もうすぐ高校生で相手してくれなくなったので、小

学校の運動会とか楽しかったなーと物思いにふけっています。子育ても思い返せば一瞬で

した。直近の出来事ですが、台風 18 号の影響で中学校の体育祭が昨日（9 月 18 日敬老の

日）でした。親子二人三脚に出場しましたが、周りの方々に「引こずられてましたよ」と

失笑され、そんなはずはないとビデオで確認しましたが、そこには自分のイメージとかけ

離れたおじさんの姿が・・・。 
何となく始めたマラソンもズルズル継続しています。モチベーションの維持が大変で、

無理やり大会にエントリーして自分を追い込んでいるのが実情です。遠出も楽しみの一つ

で、東京マラソン・大阪マラソンは走りましたが、なかなか抽選にあたらないのが難点で

す。大阪マラソンは去年でしたが、御堂筋が 3 万人のランナーで埋め尽くされているのは

「おー凄い！」でした。また高知県内なら、どの大会にいっても前会長の岡林さんに会う

ので、またいるのかなと密かな楽しみにしています。是非皆さま次の龍馬マラソンでお会

いしましょう。もう一つの趣味であるゴルフですが、最近ご無沙汰しております。いつも

案内を送ってくれる方々にこの場を借りて感謝申し上げます。最近何故か忙しくなって、

時間がない事を言い訳にしていますが、ポコーンと球打ちたいなとは常日頃思っているの

で、お誘いやめないでね。 

仕事の方は何となくやっているのは、以前と変わりませんが、救急対応では平然を装っ

て実はドキドキしています。年も年なので悟りを開いたのか、「こういう緊張感も必要だ

な」と自分に言い聞かせながらやっております。放射線治療業務も担当なので、時々勉強

会でお会いする高知医療センターのイケメンサイクリスト近藤匡史君にタッチ！ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年 10 月 1 日発行第 478 号        技師会だより                （7） 

高知県技師会会費振込先変更のお知らせ  副会長(会計兼任) 髙橋 宏幸 
 

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８月３１日現在） 

１．高知県の会員数     ２１２名 

２．Ｈ２９年度会費納入者  １４４名 

       賛助会員     ７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  

   森田伊都子 安芸福祉保健所 → 中央東福祉保健所（東地区 L） 

 

     

(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。 


