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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

新春あけましておめでとうございます
公益社団法人 高知県診療放射線技師会 会長 巴

昭彦

会員の皆様に心より新年のお慶びを申し上げます。
昨年は公益社団法人として不可欠な事業を展開し、充実した技師会活動となっ
たかと思われますが、お世話をして頂いた役員の皆様や、参加協力を頂いた会員
の皆様、誠にありがとうございました。御礼を申し上げます。
今後益々事業展開は活発となり、各種講習会と学術大会、定時総会やリレーフ
ォーライフを始め、業務拡大に伴う統一講習会は高知市と四万十市の二箇所で開
催する予定です。今後とも益々皆様の技師会活動へのご協力ご鞭撻をよろしくお
願い申し上げます。
さて、会務として「独占業務の危機」や「診療報酬の改定」なども気になるの
ですが、私生活の部分で、『今後の人生どのように生きたら良いか？ 』などと、
若い時には思いもしなかったことを考えるようになりました。『自分はちゃんと生
きているのか？』と自問自答するのです。若い頃は男一匹自由に生きたら良い！
と思っていたのが、最近では『生かされている。
』と感じ、人其々何らかの役割が
与えられ、それを把握し全うすることが、人生をより良く生きることではないか
と思うようになりました。
この自分に与えられた役割など最初から解るはずもないのですが、人生半ばに
なって振り返ると、偶然ではなく必然的な出来事や、人との出会いにより、縁が
生まれ、結果として自分の役割が分かったり、継続する過程で喜びを感じたりす
るようになりました。
20 代、30 代の方は、先ずは希望を持ち、高い目標を意志に刻んでください。
世代によって目的が変わっても、前向きに諦めず歩み続けることが、人生をより
良く生きるコツだと思います。 皆様の充実した人生に幸あれ！

謹賀新年
本年も役員一同よろしくお願い申し上げます。
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新年のご挨拶
副会長

髙橋

宏幸

明けましておめでとうございます。
旧年中は、高知県診療放射線技師会の事業に対しご協力ありがとうござい
ました。この場を借りてお礼を申し上げます。
さて、新年の抱負ですが、チーム医療の推進により診療放射線技師法の一
部改正により業務が拡大されたことは、皆様もご存じだと思います。医療機
器産業ビジョン、死因研究に資する死亡時画像診断の活用に関する検討会な
どでも、医療スタッフの専門性を活用するという事が示されています。この
ような医療動向への対応として、私たち診療放射線技師は、認定技師制度や
専門技師制度を受講できる場が提供されているということを再度確認下さる
ようにお願いするとともに、その内容を読み解き、診療放射線技師に求めら
れている講習会や認定制度の必要性を認識する年にしていきたいと考えてい
ます。
将来の放射線技師像を皆様も想像してみてください。他の医療職とチーム
医療を担う上で、私たちの専門性は他職種では補えない責任を持った国家資
格にだということを。

新春のご挨拶
副会長

伊東

賢二

。
あけましておめでとうございます。
旧年は会の運営にご協力いただきありがとうございました。
診療放射線技師を取り巻く環境だけでなく、国家ライセンスを持って働
いている方々にとっても難しい時代といえるのではないでしょうか。
私たちは国に認められたライセンスを持ち日々の業務に携わっておりま
す。ライセンスがあるということは、それに関係することを生業にしても
いいですよと国に言われただけであって、お墨付きをいただいたわけでは
ないのです。独占業務の危機が叫ばれているようですが、それを職能団体
として阻止していくことも勿論大切です。しかしながら、技師おのおのが
日々謙虚な気持ちで研鑽に励み、多職種の方々に技術を認めていただくこ
とが大切なのではないかと思います。技術力や知識を増やすためにも、特
に若い方々にはどんどん外に出て各種学会に出席・発表などし、多施設・
他職種の方々と大いに討論していただきたいと思います。そして、さまざ
まな見方を学び日々の職務に活かしていただければと思っております。
私自身、いま一度初心に戻り何かを始める年にしたいと思います。
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各地区理事からのご挨拶
①新年のご挨拶 ②昨年の反省点

③今年の個人的な目標

①新年あけましておめでとうございます。
旧年中は地区活動にご協力いただき誠に
ありがとうございました。

①新年あけましておめでとうございます。
今年もご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。

② 本年 度も 画 像 研究 会な どの 勉 強 会を
行いますのでみなさまのご意見を頂戴し
たく存じ上げます。

②旧年中は地区理事１年目でして右も左も
わからない状態で、皆様を困らせて
しまいました。

③地区会や画像研究会後の情報交換会では
おいしい物を頂きたいと考えていますの
で、みなさま食べたいものをおっしゃっ
てくださいね。
西南部地区理事 岡林史朗

③今年は昨年の反省点を踏まえて
より精進していこうと思います！

①新年明けましておめでとうございます。
お忙しい中、地区活動にご協力いただきあ
りがとうございました。今年もよろしくお
願いします。
②地区理事としての仕事が初めてのことば
かりだったので、皆様にご迷惑をお掛けし
ました。今年は頑張ります。
③救急撮影技師認定試験に合格します！！
あとはとにかく痩せます！！
中央西地区理事

西部地区理事

①新年あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いします。
②地区理事一年目でわからない事ばかりで
たくさんの方に助けていただきました。今
年は頑張りたいと思います。
③今年は物欲に負けず無駄遣いを無くして
行きたいとおもいます。

萩野孝弥

あけましておめでとうございます。
①昨年は技師会行事にあまり参加が出来て
おりませんでした。申し訳ございません。
②今年は資格を一つ取りたいと思っていま
す。もちろん、趣味の資格です！

秋田和宏

中央南地区理事

中田暢将

① 新年あけましておめでとうございます。
旧年中はお忙しい中、東部地区活動に協力い
た
だきありがとうございました。
② 昨年は、RFL 参加しか活動なく（ソフトボー
ル中止）東部地区としてはまだまだ物足りな
い 1 年でした。
③ 個人目標は、やれることを、先にやる！

いつも後にして

③今年もよろしくお願いします。

本年も

中央東地区理事

菊地真司

後悔してます。

よろしくお願いします。

東部地区理事 楠永倫也
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会の動き
平成 29 年度 第９回常務理事会
12 月 5 日（火）
、総合あんしんセンターにて第 9 回常務理事会を開催した。

平成 29 年度 第２回西南部地区会及び第 24 回西南部地区画像研究
会及び情報交換会報告
西南部地区理事 岡林史朗
日時
場所
出席者

平成 29 年 11 月 18 日 （土） 15:00～
幡多けんみん病院 3F 会議室
地区会：巴、伊東、髙橋、佐々木、大川（執行部）
、永井（西土佐診療所）、
板山（木俵病院）
、岡林、久保（幡多けんみん病院）
画像研究会 19 名
情報交換会 8 名

議 事
議題 1

学術より
・2/4

10：30～医療センターにて開催される高知県学術大会の参加協力。

・平成 31 年、1/26.27、2/23.24、3/23.24 のいずれかの日程で四万十市民病院にて統一
講習会を行う予定。
議題 2

その他
・2019 年開催ＣＳＦＲＴ高知に必要な過去の西南部地区画像研究会の資料の整理と提出。

第 24 回西南部地区画像研究会は幡多けんみん病院整形外科医師、出口奨先生を講師に
お招きし「整形外科医から見た画像の注意点」という演題にて開催されましたが、前回の
画像研究会の参加者は 13 名、今回は 19 名とみなさまの整形領域の興味の高さが感じら
れました。またお話しを拝聴してやはり診断する側のニーズをわかって撮影するのとそう
でないのでは大きな違いがあると感じられました。出口先生、貴重なお話しをありがとう
ございました。情報交換会には出口先生もご参加いただきざっくばらんなお話しができ、
また会長、副会長の気さくなお人柄に少し驚いておられたご様子でしたが楽しい時間を過
ごすことが出来ました。参加されたみなさま、ありがとうございました。

お知らせ
中央東地区企画講習会
日 時

中央東地区理事

菊地

真司

： 平成 30年 1月 20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

：「CT 検査時における造影剤副作用対策」

講演者

：富士製薬工業株式会社

木村

英司氏

造影剤副作用対策として講演を行って頂きます。自施設のマニュアルを見直す機会にな
ればと思っております。多くの方の参加をお待ちしております。
【新年会情報】

場所：マロバシ

日時：1/20

18：00～

会費：4500円

今年も中央東地区は新年会を開催します。技師会員のみならず非会員の方にも参加をし
て頂けたらと思っています。

なお、参加者の締め切りを1/15までにしたいと思います。

お手数ですが参加希望者は菊地（houshasen@krchp.jp）までメールをお願いします。
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高知県放射線技師学術大会
日 時 ：
会 場 ：
参加費 ：
日

学 術

平成 30 年２月 4 日(日)
高知医療センター くろしおホール
会員無料
未加入者 ５００円

程：9:00～ 9:20 受 付（一般・座長・演者）
9:25～ 9:30 開会の挨拶
9:30～10:30 一般演題
1. CT 造影剤副作用アンケート報告&当院での CT 造影剤副作用報告
高知医療センター
和田 佳晃
2．CT ストレス撮影における椎体新鮮圧迫骨折評価の有用性について
～X 線単純撮影との活用～
四万十町国保大正診療所
大川 剛史
3．局所励起を使用した T1 強調 variable flip angle(vfl)-3D-TSE の検討
もみのき病院
萩野 孝弥
4．術中ＭＲＩの画質に及ぼす周辺機器の影響
高知大学医学部附属病院
澤田 昌孝
5. 腹部大動脈石灰化と下肢血管疾患との関連性
高知高須病院
吉名 佳祐
6. 小児胸部撮影における撮影条件の検討
高知大学医学部附属病院
切詰 力斗
10:35～11:05 メーカーセッション 30 分
演題名 『日立 MRI 最新技術紹介』
演 者
株式会社日立製作所ヘルスケア
画像診断営業部
新井 一秀 先生
11:10～12:00 一般演題
7. 当院 VF 検査におけるオートとマニュアル透視の被ばく線量比較
近森リハビリテーション病院
高橋 宏幸
8. 検査スタッフが知っておきたいＣＴ装置周辺の被ばく線量
高知大学医学部附属病院
大黒 和輝
9. 一般撮影Ｘ線装置の表示ＮＤＤ､ＥＰＤ､実測値との入射皮膚線量の比較
高知大学医学部附属病院
小笠原大介
10. 一般撮影におけるマスタ作成について
いずみの病院
和田 貴恭
11. ネットワーク構築について ～ＨＩＳ更新に向けて～
高知大学医学部附属病院
湊
侑磨
12:00～12:40 昼休憩
12:45～14:15

演題名
演

特別講演

90 分

『2025 年対応を目指した改定とは』

者

～診療報酬改定に向けての背景と考え方～
株式会社日立製作所ヘルスケアビジネスユニット
ＪＩＲＡ経済部会長

14:25～14:30

閉会の挨拶

野口

雄司

先生
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東部地区企画講習会
日 時

東部地区理事

： 平成 30年 2月 24日（土）14：00～16：00 (2時間程度)

開催場所 ： JA 高知病院
講習会名

楠永 倫也

：SHAPING

5階

会議室

THE FUTURE

THROUGH

INNOVATION

－低侵襲な CT 検査を実現するために－
講演者
懇親会

：シーメンスヘルスケア株式会社 宮西 佐代子氏
中央南地区レクレーションと合同で開催

中央南地区レクリエーション
日 時

中央南地区理事

中田

暢将

： 平成 30年 2月 24日（土）17：30～

開催場所 ： ボールかつらしま
ボーリング大会後、懇親会も開催する予定ですのでたくさんの方の出席を
お待ちしております

平成 29 年度技師長会のお知らせ
日 時

： 平成 30年 3月 10日（土）15：00

副会長 髙橋宏幸
～ 17：30

開催場所 ： 高知市総合あんしんセンター2階 本会会議室
メインテーマ ：「管理職でも使える Excel 関数」
講演者
： 高知県診療放射線技師会 監事 楠瀬正哲 氏
対象者
： Excel に興味の有る方(管理職以外の方もどうぞ)
＊Excel ソフトが入っているノート PC などの持参をお願いします。
＊情報交換会も予定しています。

問い合わせ ： 近森リハビリテーション病院 髙橋宏幸まで
本年度の技師長会は、管理リーダークラスへ「医療動向などの報告」後、いつもと趣向
が異なるメインテーマでおこないます。現在では職務に不可欠となった Excel、そのルッ
クアップ関数などの使用方法を本会の監事である楠瀬氏にお願いしました。
この会の詳細内容が決まりましたら、随時、技師会だよりやホームページにてお知らせ
します。

第 5 回講習会のお知らせ
日 時

： 平成 30年 3月 24日（土）14：00

学術
～

開催場所 ： 高知市総合あんしんセンター3階 中会議室
・画像データを種類に分けた保存方法の提案
・フィルムレス運用に不可欠な検像システムの機能
・読影レポートの参照履歴管理
講 師
：PSP 株式会社高松支店長 小野茂樹先生
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会員

地区
西南
西部
中央西
中央南
中央東
東部

理事
岡林史朗
秋田和宏
萩野孝弥
中田暢将
菊地真司
楠永倫也

施設
幡多けんみん病院
須崎くろしお病院
もみのき病院
高知医療センター
高知赤十字病院
JA高知病院

連絡先
0880-66-2222
0889-43-2121
070-6438-5217
088-837-3000
088-822-1201
088-863-2181

担当者

連絡先

1/30講習会

菊地真司

088-822-1201

2/24講習会

楠永倫也

088-863-2181

2/24ボウリング大会
懇親会

中田暢将

088-837-3000

注意！各地区理事は参加者が「無」でも、その旨連絡ください！

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。
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竹中

俊之：高知医療センター

）

会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。高知医療センターの竹中俊之です。
前回担当の岡﨑君とは配属先が違いますが土曜・日曜の当番勤務で同じ２人組になるこ
とがあり、いつも相方として頼りにしています。その岡﨑君からエッセーの引き受け手が
いなくて困っているとの相談でしたので、今回リレーエッセイのバトンを受け取ることに
しました。
本来ならお正月に関連した話題でも書くところなのでしょうが、思い当たる話がありま
せん。申し訳ありませんが、全く関係ない個人的な出来事を書かせていただきます。
少し前のことになりますが、ある電子基板キットの作成をする機会がありました。完成
品を買うよりも作成キットを買って組み立てる方がとても安かったのです。もともと頻繁
に電子基板を扱っているわけではなく、数年ぶりにはんだごてを握る程度だったのですが、
キット購入時は特に何も心配していませんでした。しかし、現物を見ると思っていた以上
に各部品が小さいのです。1mm 以下の精度ではんだ付けが必要な場所も。細かいはんだ
付けに不安を感じながら試行錯誤を繰り返しなんとか見た目には完成したものの、通電し
ても何も起きません。いろいろ調べましたが不良箇所すら分からない状態で完全にお手上
げでした。年末にまたお金と時間を無駄にしてしまい、反省しています。
さて、次のリレーエッセイですが、どうにかツテを頼って久保直司さんに引き受けても
らえました。私もなかなか次の担当者が決まらず、困っていました。この場を借りて再度
お礼をさせてください。引き受けていただきまして、ありがとうございました。
それでは、幡多けんみん病院の久保直司さんにバトンタッチ！

総務報告（２０１７年１１月３０日現在）
１．高知県の会員数

２１１名

２．Ｈ２９年度会費納入者

１６８名

賛助会員

８社

３．Ｈ２８年度会費納入者

１７名

４．Ｈ２９年度新入会員数

２名

（今月の新入会）
５．Ｈ２９年度再入会員数
（今月の再入会）
６．Ｈ２９年度退会者数
（今月の退会者）

１名
０名
０名
８名
０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)

