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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

「総会総括」
副会長

髙橋宏幸

6 月 17 日、日曜日、15 時から「父の日」に平成 29 年度公益社団法人高知県診療放射
線技師会の定期総会は総合あんしんセンター大ホールで開催された。
この総会の前、13 時 30 分からは、日本診療放射線技師会会長の中澤靖夫先生が
「JART 事業の推進と診療放射線技師の将来展望のために！」という特別講演をおこなう。
この講演の前、12 時 30 分には総会運営委員会も開かれ、本日の役割や進行確認がされた。
受付、会場設営、スライドの用意、音声機器の確認、採決係など、この 1 日のために役
員一人一人が役割を果たすため、少なからず方向を一つにして進んでいた。中澤会長は予
定よりも早く、総会運営委員会終了前には会場へ到着していた。総会運営委員会終了から
受付開始の 13 時まで時間がない。しかし、会場内外で受付やスライドなどの準備も早く
から来た会員の協力を得て中澤会長の講演開始に間に合った。
中澤会長講演の「JART 事業の推進と診療放射線技師の将来展望のために!」では、私た
ち以外の職種がⅩ線撮影をおこなうこと、業務拡大による統一講習会のこと、教育カリキ
ュラムのこと、放射線被ばくと医療機器管理のことなど、診療放射線技師の質を証明する
証が必要であるとともに社会に認めてもらうことにより、職域の確保と拡大が根本となっ
ている講演だと思えた。
次に高知県診療放射線技師会の総会である。3 月 31 日現在の正会員数 209 名のうち出
席者数 36 名、委任状 106 通にて、過半数を得て総会成立となった。議長は、高知赤十字
病院の久保克泰会員が選任された。公益法人となってほぼレギュラー化した事業であるた
め、平成 29 年度事業報告と決算報告では異議など出ない。しかし、平成 30 年度事業計
画では、公益事業 2 の放射線の安全管理および放射線障害防止に関する事業に「医療被
ばく低減施設」にむけて、「放射線被ばく相談員」の認定取得助成金に対し、会員に是非
を問うことにしたが、賛成、保留、反対の意見があり、関心を示している事業であること
が確認できた。今年は CSFRT2019 高知開催の議事と共に地区会などで議論される喜ば
しい議題の一つであると確信している。そして、総会の司会進行は開会の辞から閉会の辞
まで、佐々木常務理事が難なく勤め終了した。
最後に、昨年度も本会事業が無事おこなえた事は、会員皆様の協力が得られた事により
ます。本年度はより関心をもっていただき、参加がますます増えればと願っています。
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会の動き
平成 30 年度 第 3 回常務理事会
6 月 5 日（火）、総合あんしんセンターにて第 3 回常務理事会を開催した。

平成
平成30
30年度第１回講習会報告
年度第１回講習会報告
史

企画担当常務理事 大川 剛史
企画担当常務理事 大川 剛
6 月 9 日（土）、総合あんしんセンターにて第一回講習会を開催した。
『Canon アンギオ装置とアンギオ用最新 FPD について』
Canon メディカルシステム株式会社中四国支社
営業推進部 X 線装置担当 猪狩恭平先生
『理解して撮る一般撮影シリーズ』～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院 中央放射線部 副技師長 安藤英次先生
2 名の先生方にご講演をして頂いた。
参加人数 38 名、内非会員 8 名(県外 3 名)があった。

超高齢化社会の日本における荷重撮影の大切さやこれからの X 線装置の展望など多く考
えさせられた実りある内容だった。
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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)

7 月 7 日(土)16:00 から

幡多けんみん病院中会議室

西

部(A,B)

7 月 6 日(金)18:30 から

土佐市民病院

中央西(E,F,G) 7 月 21 日(土)15:00 から

会議室

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)

7 月 17 日(火)18:30 から

高知医療センター

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

7 月 11 日(水)18:00 から

JA 高知病院 5F 会議室

部(L,M)

１階研修室３

積極的に参加をお願いします。

平成 30 年度業務拡大に伴う統一講習会
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
1 日目
08：30～09：00
09：00～09：10
09：10～10：00
10：00～10：50
10：50～11：00
11：00～11：50
11：50～12：00
12：00～12：50
12：50～13：50
13：50～14：40
14：40～15：30
15：30～15：40
15：40～16：30
16：30～17：20

10
50
50
10
50
10
50
60
50
50
10
50
50

受付
開講式・オリエンテーション
講義（DVD 放映）静脈注射関係
講義（DVD 放映）静脈注射関係
休憩
講義（DVD 放映）静脈注射関係
休憩（準備）
※実習・演習 静脈注射
昼休憩
講義（DVD 放映）法改正
講義（DVD 放映）IGRT
休憩
講義（DVD 放映）IGRT
講義（DVD 放映）IGRT

08：50～09：00
09：00～09：50
09：50～10：40
10：40～10：50
10：50～11：40
11：40～12：30
12：30～13：30
13：30～14：20
14：20～14：30
14：30～15：20
15：20～15：30
15：30～16：30
16：30～16：40
16：40～17：30
17：30～17：40
17：40～17：50

10
50
50
10
50
50
60
50
10
50
10
60
10
50
10
10

オリエンテーション
講義（DVD 放映）下部消化管
講義（DVD 放映）下部消化管
休憩
講義（DVD 放映）下部消化管
講義（DVD 放映）下部消化管
昼休憩
※実習・演習 下部消化管
休憩
※実習・演習 IGRT
休憩
※実習・演習 BLS
休憩
確認試験
解答用紙回収、確認作業
閉講式

2 日目

学術
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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
会

時：平成30年7月28日（土）14時00分～16時00分（受付：13時30分～）
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
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！！

第 2 回講習会（サーべイメータ校正）

学術

いざというときの為に、サーべイメータの校正をしましょう。校正された線量計で自
施設の線量測定をしましょう。

日時：平成 30 年 08 月 04 日(土)15:00～
場所：総合あんしんセンター（高知市丸の内一丁目 7 番 45 号）
高知県診療放射線技師会事務所会議室(2 階)
校正費用：10,000 円/台 (会員以外 20,000 円/台)
電離箱サーベイとシンチレーションサーベイは現場で校正可能です。
GM サーベイメータは、μSv/hr を測定するタイプのもの(検出器が小口径)は、現場では
校正不可能です。測定器のメーカーによっては、使用方法等がわからないなどの理由に
より、上手く校正が実施できない場合もあります。(アロカ製はほぼ問題なし)
業者さんに持って帰ってもらい、校正できる場合もあります。
校正希望の方は、台数を把握するために、必ず近森病院中村まで連絡をください。
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水口紀代美：もみの木病院

）

四国地方が梅雨入りしたとのニュースをみて、気持ちもジメジメと・・・・・とは、
なっていませんが、通学にちょっと億劫になっている今日この頃です。
エッ！通学？水口さん、大丈夫かいな？とご心配された方もいらっしゃるのではないで
しょうか？心配ご無用です（笑）。現在、高知大学大学院 博士課程にて女学生満喫中で
す（ちなみに映画・JR・美術館・マツエク等々の学割活用しています！）。大学院に入
りたいけど、専修学校卒だしどうしようかなぁと悩んでいた私に、「大学卒でなくても入
学資格審査で大丈夫！」と背中を押してくれたのが、前走者の伊東技師長です。初めてお
見掛けした時は、情報システムに詳しい革ジャンのお兄様（ちょっぴり怖め）というくく
りでしたが、現在は、常に新しい分野のお勉強をされている頼りになるお兄様枠に分類さ
せて頂いております。これからも、優しいご指導よろしくお願い申し上げます。
学生になって、学会発表の回数が増えました。修士 1 年目は 9 回、2 年目は 5 回です。
1 年間にこれほど発表をすると、プレゼンをするのは得意になりますが、苦手なのは質疑
応答です。こう見えてプレッシャーに弱いタイプなので、質問内容を理解して答えるのに
四苦八苦します。去年の脳神経 CI 学会では、脳神経外科の先生から受けた質問に答えら
れず「私は技師なのでわかりません。」と返答したところ、セッションが終わってから指
導教授に「研究者として発表をしているのに、私は技師といって逃げるのは何事だ！」と
廊下でこっぴどく叱られました。また、医療センターの脳外科の先生に今後の研究内容に
ついて話をしていた時に、私は技師なのでというと「研究をする者として、技師も医師も
ない」と諭されたこともあります。もうこの歳になると専ら指導するという立場が多く、
指導されるという機会が少なくなってきます。ですが、学生という立場になり先生方の指
導を受けることで、私自身かなり成長させられていると感じています。
人を指導するには、かなりのエネルギーと時間を要しますが、楽しみも沢山あります。
現在、若手の技師 D 君には脊髄 MR の研究をしてもらっています。先日のフィルムカン
ファレンスにおいて、D 君の研究している画像が非常に手術に役立ったと医師からお褒め
の言葉があったそうです。私にカンファレンスの報告をしてくれる D 君の顔がキラキラ
と輝いていたのは言うまでもありません。私自身 2 名の子どもを育てましたが、テストで
いい点を取った時に見せてくれる笑顔とよく似ているなぁと母の目線で楽しんでおります。
現在、学生であり技師長でもありと、一日の中で色々な立場や役割があり、毎日あっと
いう間に時が流れています。私の座右の銘に“足踏みは後退と同じ”という言葉がありま
す。半歩でもいいから、常に前進しようという意味あいです。超ポジティブ人間な私です
が、皆様、暑苦しいと思わず、もう少し頭を冷やせとビールの差し入れでもして頂けたら
最高だなと思います。
次の走者は、卒業研究で牛の胃液を集めてバリウムの研究をしていた柳本先輩です。
『去年の学生は真面目だったぞ！』と当時卒業研究の相談に行っていた病院の技師さんか
ら大絶賛されておりました。若いころと全然お変わりなく、いつも私にエールを送ってく
ださる面倒見のよい先輩です。それでは、梼原病院 柳本禎久さんにバトンタッチ！
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総務報告（２０１８年５月３１日現在）
１．高知県の会員数

２０８名

２．Ｈ３０年度会費納入者
賛助会員

９０名
５社

３．Ｈ２９年度会費納入者

４名

４．Ｈ３０年度新入会員数

４名

（今月の新入会）
真砂

美穂

１名
高知医療センター

５．Ｈ３０年度再入会員数
（今月の再入会）
６．Ｈ３０年度退会者数
（今月の退会者）

０名
０名
３名
０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)

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。

