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「元号」 
   広報担当常務理事 大野 貴史 

来年 2019 年 5 月に元号が変わります。最近、テレビなどでも「どんな元号になるか」「いつ発表

されるか」と見かけませんか？昭和生まれの私は、「昭和」「平成」「新元号」と 3 世代生きていくの

だなと・・。ちょっと前まで「明治」「大正」「昭和」の方々を見かけてはご長寿だなぁと感じていたもの

に自分が入っていくなんてと思う今日この頃です。 

さて、所感担当になって何を書こうかと迷い、とりあえず「元号」についてググってみました。 

中国、漢の武帝の時から使用され始めたとされているようです。本邦では正式に制定されたのは

645 年の、教科書で見たことがある「大化」ですね。 

改元の理由としては、吉兆なことがあったり災害があったりその時々をリセットしたい時におこなっ

ていたみたいです。大化の改新で当時の天皇が弟に地位を譲ったことが初の生前退位と言われて

いるようです。その後、生前退位をし院政をしくことが一般的になっていますね。 

一世一元になったのは、日本では明治以後です。明治時代に皇室制度を定める皇室典範で「終

身制」となりました。 

では、「元号」はだれが決めている？「平成」が決められたのは 

１漢文学・国文学の大学教授（有識者）が候補をあげる 

２内閣官房長官が選定する 

３閣議で協議 

４衆参両議院議長の意見を聞く 

５閣議で決定 

となっています。選定条件については、 

１国民の理想にふさわしい 

２漢字２文字 

３書きやすく、読みやすい（覚えやすい） 

４これまでに元号などで使用されていないなどがあるようです。 

いずれにしろ、どんな元号になるのか楽しみでもあり、せっかくなじんできた平成を使わなくなるの

も寂しいです。これから、心中穏やかでないのが、いろんなシステムを管理しているエンジニアやカレ

ンダー（暦）業界の方々ですね。われわれ、医療人もまったく無関係ではいられません。西暦・和暦

入り混じった書類やモダリティに振り回されないよう気をつけましょう！ 

乱筆乱文をお詫びします。 

 

 

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   
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Ｒ 高知県診療放射線技師会 
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会長 巴 昭彦 
 

高知県診療放射線技師会平成 29 年度定時総会の開始前に、 

日本診療放射線技師会 中澤 靖夫 会長講演を開催します。 

記 

      日 時  平成 30 年 6 月 17 日（日）13:30～ 
      場 所  総合あんしんセンター 3 階大会議室 
 

以上 
 
 
 
 

 
 

会長 巴 昭彦 
 

公益社団法人高知県診療放射線技師会平成 29 年度定時総会の開催について 

定款第 20 条に基づき，定時総会を下記の通り開催いたします。 

記 

日 時 平成 30 年 6月 17 日（日）15:00 より 

場 所 高知市総合あんしんセンター 3 階 大会議室 

住 所 高知市丸の内１－７－４５ 

    受付開始 13:00～ 
 

 

会の動き 
平成 29 年度 第 12 回常務理事会 
 

5 月 1 日（火）、総合あんしんセンターにて第 2 回常務理事会を開催した。 
 

四国放射線技師ゴルフ大会報告                  北川保浩 
 

 5 月 13 日雨天の中、レオマ高原ゴルフクラブにて行われました。参加者は 12 名（高知

から 2 名）でした。 
優勝 矢野卓也（佐々木整形） 

 

来年度は高知県での開催となります、詳細決まれば紙面にて参加募集させてもらいます。 

 

 



平成 30 年 6 月 1 日発行第 486 号      技師会だより                  （3） 

お知らせ 
平成 30 年度各地区会 
 

平成 30 年度の地区会日程でおこなっています。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)  決まり次第地区理事から連絡があります！ 
西  部(A,B)  7 月 6 日(金)18:30 から    土佐市民病院 会議室  
中央西(E,F,G) 7 月 21 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)  決まり次第地区理事から連絡があります！ 
中央東(J,K) 7 月 04 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(水)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。 

 

平成 30 年度第 1 回講習会             学術 

共催 Canonメディカルシステムズ株式会社 
 

骨関節撮影分科会会長の安藤英二氏が今年も高知にお越しになります。 

今回は一般撮影シリーズ下肢荷重撮影！！とキャノンメディカルシステムズ株式会社のア

ンギオ装置とアンギオ用最新FPDのご紹介！！の二本立てです。 

本で学ぶのと、講義で学ぶのとは伝わり方が違いますので、みなさん奮ってご参加くだ

さい！！ 

日  時：平成30年6月9日（土）15時00分～17時00分（受付：14時30分～） 

会  場：高知市総合あんしんセンター3階中会議場 

参加費 ：会員無料・非会員５００円 
参加資格：なし（会員・非会員、職種、年齢等 問いません） 

施設名／勤務先住所／勤務先電話番号／E-mail アドレス 

技師会会員番号（未入会の方は「未入会」と記載） 

申込期間：平成30年6月6日まで 

講演内容 

『キャノンアンギオ装置とアンギオ用最新FPDについて』 

キャノンメディカルシステムズ株式会社 猪狩 恭平 先生 

『理解して撮る一般撮影シリーズ』第二弾 

～最新トレンドな！足部・足関節の立位撮影～ 

奈良県立医科大学付属病院 安藤 英次 先生 

 

申込方法： TEL. 0880-27-0210 四万十町国保大正診療所 大川剛史までFAX0880-27-

0288  Email.404000@town.shimanto.lg.jp 

日本診療放射線技師会学術カウント ２ポイント 

日本救急撮影技師認定機構     ２ポイント 

(記載事項) 氏名／生年月日（※修了書発行にあたって必要。和暦で記載） 

詳しくは、高知県診療放射線技師会HPにありますので見てください！！ 
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平成 30 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30年7月1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。） 
参加資格：なし（会員・非会員、年齢等 問いません） 

＊新たに診療放射線技師として勤務されている方を優先する場合があります。 

申込方法： TEL. 088-872-4585 潮江高橋病院 放射線科 巴 昭彦まで 
Email. tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp 

(記載事項) 氏名／生年月日（※修了書発行にあたって必要。和暦で記載） 

施設名／勤務先住所／勤務先電話番号／E-mail アドレス 

技師会会員番号（未入会の方は「未入会」と記載） 

申込期間：平成30年6月1日～6月25日 

 
[プログラム] 

10: 00～10：10 開会式         13：20～14：20 感染対策 

10：10～10：40 入会案内        14：30～15：30 気管支解剖 

10：40～11：10 エチケット・マナー   15：40～16：40 医療安全 

11：20～11：50 医療コミュニケーション 16：40～16：50 閉会式 

11：50～12：20 被ばく低減 

昼食 

問合せ先 ：高知県診療放射線技師会 学術委員会 

担当 中村 伸治 Email. snakamura@chikamori.com 

 
平成 30 年度業務拡大に伴う統一講習会                学術 
 

日時：2018 年 7 月 15 日(日)－16 日(月) 
場所：高知市総合あんしんセンター３階大会議室 
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) 
申込期限：2018 年 6 月 30 日まで 
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    

 
 

第 1 回四国超音波研究会 USRT              

共催 Canonメディカルシステムズ株式会社 

富士フィルムメディカルシステムズ株式会社 
 

四国四県の診療放射線技師会で災害時対応に一般撮影やエコー検査が必要となってきま

した。そこで四国超音波研究会USRTを発足いたしました！！ 

一般撮影やCT・MRIなどで撮影してエコーでちょっと見てみたい所見があったり、また、

やってみたいけどよくわからない・・・ということがありませんか？ 

みなさん、エコーを一緒に勉強してみませんか？ 

勇気を出して、みなさん奮ってご参加ください！！ 

 

日  時：平成30年7月28日（土）14時00分～16時00分（受付：13時30分～） 
会  場：四万十町大正健康管理センター2階 大会議室 
    （住所：高知県高岡郡四万十町大正194番地2号） 
参加費 ：会員無料・非会員５００円 
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参加資格：なし（会員・非会員、職種、年齢等 問いません） 

施設名／勤務先住所／勤務先電話番号／E-mail アドレス 

技師会会員番号（未入会の方は「未入会」と記載） 

申込期間：平成30年7月25日まで 

講演内容 

・『膝関節・整形エコーについて』 

四万十町国保大正診療所 副所長 医師 筒井 崇 先生 

・『臨床に使えるちょっと知りたいエコーシリーズ』 

ハンズオンセミナーみんなでやってみよう！！ 

～最近話題の筋膜リリースから救急エコーまで～ 

四万十町国保大正診療所 診療放射線技師大川剛史 氏 

 

申込方法： TEL. 0880-27-0210 四万十町国保大正診療所 大川剛史まで

FAX0880-27-0288  Email.404000@town.shimanto.lg.jp 

日本診療放射線技師会学術カウント ２ポイント 

日本救急撮影技師認定機構     ２ポイント 

(記載事項) 氏名／生年月日（※修了書発行にあたって必要。和暦で記載） 

詳しくは、高知県診療放射線技師会HPにありますので見てください！！ 

 

    
その 168（ 伊東賢二：高知大学医学部附属病院 ） 

 

 はじめてバトンを受けた伊東です。楠瀬さんとの関わりですが…私が新人技師だった

30 年程昔、高知大学に見学に来られた時に色々とお話をしたことが始まりです。その頃

は技師会にもちゃんと入っておりましたが、その後色々？とあり、大学の技師はほぼ脱退

してしまい私もその中の一人でした。5 年前に技師長になったのをきっかけに技師会に再

入会させていただきました。間もなく楠瀬さんと岡林さん（前会長）が突然技師長室に来

られ、「副会長を引き受けろ」…で今に至ります。 

 私は幼い頃から機械いじりが好きで、運転免許を持っていない頃はラジコンに熱中して

自分でシャーシを作り、モーターを分解改造（細いエナメル線を多く巻くとパワーが上が

ります。また、太い物を巻くとトルクがあがります。）巻いたら今度はバランス取りで回

転がスムーズになるようにします。次はバッテリーの改造…こんな感じです。自動車の免

許を取り本物の車に乗れるようになったら今度は車いじりです。何故か、車はノーマルの

まま乗るものではないと思い込んでおり、特に車の足回りは既製品ではなく、ショックア

ブソーバーの減衰（伸び側・縮み側）を指定して作成してもらい自分で取り付け調整、走

る、また調整の繰り返しで、家にはショックアブソーバーと組み合わせる足回りのスプリ

ングばねレートが違うもの（4kg/mm～16kg/mm）と自由長が違うものがゴロゴロしている

状態です。自動車ショップには入りびたり状態で、出入りの業者さんにはいつもショップ

の店員さんと間違えられ話しかけられていました。また、国内 A 級ライセンスを取り、シ
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ョップでレース用車を作り定期的にトラックに載せ、サーキットに走らせにいってました。

後にライセンスは国際 C級まで取ることができました。 

 車の運転（ドライブ・旅行）も好きで年間 25000km～30000km は走っていました。よく

車を替えると言われますが 4年所有すると 10万キロ超えるのでそうなります。 

また、もう一つは絵を描くこと、鑑賞することが好きで、今まで一番印象に残っている

のは、北米学会（RSNA）の合間に行ったシカゴ美術館です。日本では考えられないような

広さと寛容さ、小学生の遠足（課外授業）なのか美術館の中で写生会。今まで雑誌やテレ

ビ番組でしか見たことのない本物、実物は凄い！でした。（ジョルジュ・スーラ《グラン

ド・ジャット島の日曜日》）人の思いが入った絵は何か引き込まれるものがあります。 

ですが…技師長になり楽しかった？あの頃は去りストレスの毎日。これほど国立大学の

技師長が忙しく孤独とは思いもよりませんでした。今は車で遠乗りもあまりできなくなり、

いじる時間もない状態です。また、今年度から病院経営を学ぶために、再び大学院に通っ

ております。コメディカルも技術力だけではなく、病院経営・医療政策・マネジメント学

（病院経営版 MBA でしょうか）を学びそれを仕事に生かしていく時代になってきていると

思います。 

今の職責を全うしたらまた、楽しく車いじりと絵を描く時間を取り戻せるかな…と。 

さて…次は、現在高知大学大学院博士課程に在籍中（脳神経外科医局に所属）でいつも

前向きな「もみの木病院技師長の水口さん」へ。 
水口さん、よろしくお願いします。 
  

 

総務報告（２０１８年４月２７日現在） 

１．高知県の会員数     ２０６名 

２．Ｈ３０年度会費納入者   ３１名 

       賛助会員     ０社 

３．Ｈ２９年度会費納入者    １名 

４．Ｈ３０年度新入会員数    ３名 

 （今月の新入会）       ３名 

   松木 望   高知東城病院 

   井上 貴嗣  嶺北中央病院 

   吉名 敬佑  高知高須病院 

５．Ｈ３０年度再入会員数    ０名 

（今月の再入会）       ０名 

６．Ｈ３０年度退会者数     ６名 

 （今月の退会者）       １名 

７．Ｈ３０年度転出者数     ０名 

８．Ｈ３０年度転入者数     ０名 

９．今月の会員異動  

    なし 

(文責編集広報) 


