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「寒い冬を抜けて」
中央南地区理事 中田

暢将

ようやく寒い季節を抜け暖かくなり始めました。今年は寒波の影
響で例年に比べ気温の低いような気がします。またインフルエンザ
もＡ型、Ｂ型両方が同時期に発生したせいで家族内で両方のインフ
ルエンザに感染するという悲劇もちらほら聞きましたが、皆様は元
気に乗り切ることができましたでしょうか？ちなみに私はＢ型に感
染しましたがものすごく軽度であったため快適な病欠期間を過ごさ
せて頂きました（笑）
しかし寒い季節が過ぎたからと言って気を抜けないのが花粉症持
ちの人間です。寒いままの方がまだ良かったとさえ思えてくる苦し
みが始まります。私にいたっては昔に比べると少し楽になったよう
な気もするのですが、それでも毎日欠かさず薬を飲み、出勤時はマ
スクを着用して行かなければなりません。もし忘れようものなら仕
事始まるころには止まることのない鼻水と目のかゆみが襲いかかっ
てきます。残念なことに現在 10 歳の息子にも一昨年ぐらいからす
でに花粉症の症状が出始めてしまい、今年も苦しい春をともに戦う
決意を固めたところであります。
もう少しすれば本当の春が訪れますので皆様もお身体には十分気
を付けて乗り越えていきましょう。また 4 月から来られる新人放
射線技師さんたちを技師会へしっかり勧誘して頂き、ますます高知
県放射線技師会が発展するよう、頑張っていきましょう。
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会の動き
平成 29 年度

第１０回理事会

2 月 6 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。

平成 29 年度学術大会報告
平成 30 年 2 月 4 日（日）に高知県診療放射線技師会、平成 29 年度学術大会が行われ
た。参加者は 46 名（非会員 4 名含む）でした。
総合司会には西川恭平氏で始まりました。一般演題 1 では佐々木俊一氏の座長で、活
発な発表と討論が行われた。CT 装置や MRI 装置についての考察や、透析患者さんならで
はの研究と多岐にわたっていました。一般演題 1 では６演題の発表がありました。
次にメーカーセッションでは、伊東副会長の司会で、株式会社日立製作所ヘルスケアの
新井一秀先生に日立 MRI の最新技術を紹介してもらった。MRI の技術は日進月歩であり、
勉強を少し怠けていた私には、ところどころ理解できないところもありましたが、進むべ
き方向性というものを教えてもらいました。
一般演題２では大川剛史氏の座長で、発表が行われた。技師に大事な被ばくや線量管理
に関する発表や HIS、RIS 連携、についても考えさせられる内容でした。一般演題２では
５演題の発表がありました。
特別講演では巴会長の司会で、JIRA 経済部会長の野口雄二先生を迎え、30 年度の診療
報酬の改定がどうなるのか、これまでの診療報酬の改定の流れを追って説明していただき
ました。厚生労働省がどのような考えで診療報酬の改定を行ってきたか、JART がいかに
働きかけをしていたか、わかったような気がしました。今度の改定では診療放射線技師の
名称が随所に出てくるということなので、診療放射線技師の頑張りが診療報酬へ繋がって
いくと思います。機器の点検、医療安全に関しても診療放射線技師が頑張れるところだと、
認識しました。２月８日には速報が出るとのことです。
一般演題にメーカーセッション、特別講演と盛りだくさんの内容でした。特に特別講演
では今後に病院の経営に関わる重要な内容で、来たるべき２０２５年に向けて、私たちが
何をしなければならないかの道しるべになったと思います。
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中央東地区理事

菊地

真司

1月20日に高知市総合あんしんセンターにて講習会を開催しました。参加
人数は15名で、CT 造影剤における副作用対策としての講演でした。実際に
臨床現場で体験された技師の話も聞けましたので有意義な時間でした。
その後の新年会（情報交換会）の参加者は7名でした。おいしいお酒を楽
しい話で頂きました。
来年度の企画は未定ですが、多くの方が参加しやすい内容を考えてみま
す。次回もよろしくお願いします。

お知らせ
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 18:30より 大手筋イタリアンバル PIENO

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
クアップ関数などで日報などの集計管理方法を本会の監事である楠瀬氏にお願いしました。

アンケート調査のお知らせ

企画 山中こず恵

今回のアンケートは、妊娠出産育児に関連する、職場環境の現状を把握す
るために中四国女性診療放射線技師活躍推進班《CS9》が実施致します。
アンケートは QR コードを読み取って頂き、回答をお願いいたします。
QR コードは、女性用、男性用に分かれていますので、該当する側に入力をお
願いします。
なお、本アンケートにお答え頂いた意見および個人情報は、個人を特定し
ない統計的処理を行った後に利用し、また、本アンケートの目的以外では利
用いたしません。QR コードは技師会だより、または高知県診療放射線技師会
ホームページに掲載しております。
アンケートの結果は、CSFRT 広島で報告いたします。会員、非会員関係あ
りませんのでご協力をお願いします。
入力受付期間：平成３０年３月１８日（日）
※受付期間は延期することがあります。
サイトにアクセスできる間は入力が可能です。
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女性用

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0J
G31Dget4wxuM5t4WfQArikN4xdXENU6vSEb8VhSi
6saqQ/viewform
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男性用

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeyTAv7vatODJNV1uJTm8Sj
ubAO2CgEgEdnvDwVGCP4rG_7A/viewform

作成：中四国女性診療放射線技師活躍推進班《CS9》

第5回講習会のお知らせ
日 時

学術

： 平成 30年 3月 24日（土）14：00

～

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

第30回四国放射線技師ゴルフ大会のお知らせ
日時

：平成30年5月13日（日）

場所

：レオマ高原ゴルフクラブ

10:00スタート

徳島県三好市山城町大和川
参加費 ：追って連絡します
〆切

：3月16日（金）

℡：0883-86-2100
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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

中村伸治

088-822-5231

藤田純二

088-826-5511

北川保浩

088-823-2285

3/24講習会

5/13ゴルフ

注意！各地区理事は参加者が「無」でも、その旨連絡ください！

その 165（

吉村

昭彦：あき総合病院

）

身の凍るような寒波の中リレーエッセーを書いております。安芸総合病院の吉村昭彦で
す。会員の皆様体調の方はいかがでしょうか？
前回担当の久保さんとは前の配属先の幡多けんみん病院で１０年お世話になった先輩で
して、なんと入れ違いではありますが同じ中学校出身ということもあり色々と可愛がって
いただきました。久保さんまた安芸に転勤してくることがあればよろしくお願いします！
さて私のことを書かせていただきましょう。私は・・HG です！
セイ！セイ！セイ！・・・あのハードゲイではありません、ハードゲーマーの HG です。
今も同時進行でやっているゲームが５つ！『ゲームしたい時間を削って睡眠を取る』毎日
を送っています。中でも特にハマっているのはドラゴンクエスト X というオンラインゲ
ームです。最近は子供ができインする時間が減っていますが発売から約５年総プレイ時間
が９０００時間を越えまだまだこれからも楽しむ予定です。
『えー、オンラインゲーム？？』と思っている方いるでしょう、私も始める前まではそ
う思っていました。しかし、現実世界とは切り離された世界に身を置くと、いつもと違う
自分の内面が見えあらためて自信を見直すことができたり、プレイヤー同士でホントの内
面から付き合うことができ、新たな友達ができたりしました。そして私はドラクエの世界
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の中で人生の伴侶と出会うことができました。現在、同じ趣味の奥さんと楽しく暮らして
おります。最後のろけましてすいません。
さて、次のリレーエッセーなのですが・・・いない！どこにも引き受けてくれる人がい
ない！後輩を頼って・・技師会やめてて断られる！！
困り果てて編集広報担当の大野さんに相談したところ、なんと高放技会長の巴昭彦さん
に話をつけてくれました！忙しい中引き受けて下さり本当にありがとうございます！
下の名前一緒でびっくりです！それでは、潮江高橋病院の巴昭彦さんにバトンタッチ！

総務報告（２０１８年１月３１日現在）
１．高知県の会員数

２１０名

２．Ｈ２９年度会費納入者

１８０名

賛助会員

９社

３．Ｈ２８年度会費納入者

１８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）

０名
０名
０名
９名
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。

