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会の動き 
平成 30 年度 第 7 回常務理事会 
 

10 月 2 日（火）、総合あんしんセンターにて第 7回常務理事会を開催した。 

 

リレーフォーライフを終えて 
 

皆様のおかげで 24 時間のリレーウォークも無事終了しました。 

 今年は責任ウォークの順番を決めさせて頂いたためみんながムリなくリレーをつなげた

と思います。 しかし、それもひとえに皆様がリレーフォーライフのため 夜中や朝早く

から来て頂いたおかげです。理事の皆様からご協力頂いた会員へお礼のお言葉をよろしく

お願いします。 また、実行委員会からリレーフォーライフに参加頂き、 最後まで務め

て頂いた髙橋副会長と企画担当理事の皆様に 深く感謝の意を申し上げます。 

 皆様、ありがとうございました。会長 巴 昭彦 
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お知らせ 
高知県放射線技師学術大会演題募集                     学術 
 

 平成３０年度高知県放射線技師学術大会の演題を募集します。 
 

日 時 ； 平成 31 年 2 月 3 日(日)  
会 場 ； 高知医療センター くろしおホール 
 

発表形式 ；パソコンプレゼン PowerPoint2010 

(ノートパソコンまたはUSB、CD に演題を保存し当日お持ちください) 

発表時間 ；10 分以内（発表7 分、質疑応答3 分） 

申込方法 ；申込用紙に演題内容を記載し、下記のメールまで、お申し込みください。 

申込み先；Male: tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp  

 

申込締切 ；平成30年12月7日(金) 

 

備 考 各地区活動部長 は、１地区１演題以上となるように 

(学術担当)活動部員を通じて演題の提出依頼をお願いします。 
高知県学術奨励賞の授与もありますので、奮って、演題発表をお願いします。 

メールで下 記の内容を送信ください。  
 
演題名                                     

施設名                           

発表者名 （共同研究者名） 発表者を先頭に記載 
                                      
発表者メールアドレス （座長からの質問等に使用します。携帯不可） 
                                      
発表内容 （目的・方法・結果・考察を座長が見て分かる程度に簡略化） 
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診療放射線技師基礎技術講習(一般撮影)               学術                                         
 

平成 22 年度より公益社団法人日本診療放射線技師会が実施することになっ

た診療放射線技師 基礎技術講習の１つ、「一般撮影」を高知県で開催いた

します。 これは、診療放射線技師として必要な基礎知識と技術を身につけ、 
医療及び保健、福祉の向上に努めることを目的とした講習で、修了時には学 
術研修カウントと修了証書が授与されます。 どうぞ 多数のご参加をお願い 
いたします。 
 
1. 日 時 平成 30 年 11 月 11 日（日）  

受付 8:20～ 開講 8:50～ 
2. 開催場所 高知市総合あんしんセンター 中会議室 
 

プログラム 
8:50～ 開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
9：00～9：45  45 分 診断用 X 線装置・画像処理装置 
9：45～10：30  45 分 撮影「胸部・ポータブル撮影」 
10：40～11：25  45 分 撮影「腹部・骨盤」 
11：25～12：10  45 分 撮影「腹部・生殖器（造影含む）」 
13：00～13：45  45 分 撮影「頭頚部・甲状腺」 
13：45～14：15  30 分 撮影「歯科・顎骨・口腔」 
14：25～15：25  60 分 撮影「脊椎・関節・上下肢・軟部」 
15：25～16：10  45 分 注意点および検像 
16：20～16：50  30 分 確認テスト 
 
 
 
平成 30 年度ソフトボール大会              東部地区理事 楠永                                         
 

日時 2019 年 1月27日（日）9 時から12 時 
場所 農学部グランド（仮抑え）（高知龍馬空港近く） 
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。 
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平成 30 年度第２回西南部地区会および第２5 回西南部地区画像研究

会および懇親会のお知らせ          西南部地区理事 岡林史朗 
 

日時  平成 30 年 12 月 1 日 （土） 
     平成 30 年度第 2 回西南部地区会  14：00～ 
     第 25 回西南部地区画像研究会   15：00～ 
     情報交換会            18：00～ 
場所  幡多けんみん病院 3F 中会議室 
 

 秋の気配も感じてきだしたこの頃ですが皆様いかがおすごしでしょうか。 
 第 25 回西南部地区画像研究会を上記の要領で行います。本年度は「漏洩

線量測定法」を行います。みなさまご多忙とは存じ上げますが地区内外から

の多数のご参加をお待ちしております。また画像研究会の後に情報交換会も

設けます。みなさまのふるってのご参加をお願いいたします。詳しい内容は

幡多けんみん病院放射線室（0880-66-2222）、岡林までお願いします。 
 

    
その 173（ 弘田 圭吾：島津病院 ） 

JA 高知病院の楠永君からバトンを受けました島津病院の弘田です。 
２回目のリレーエッセイになります。楠永君とは、東部地区にいた時にレクレーション等

で楽しませてもらいました。彼も一児のパパということで時の流れを感じます。 
 すんなりバトンを受けたものの、書くことが見当たりません。まずは、現況から。 
３４年ぶりに臨床に戻り、先輩諸氏から指導を受けながら CT・MRI・アンギオ・一般

撮影と悪戦苦闘をしております。仕事をしながら思うことは、病気を抱えた方が多いな、

高齢者の方が多いなということです。しかし、後１０年～２０年すると明日は我が身なの

かとふと考えてしまいます。そこで、今から健康寿命を延ばすための努力、認知症予防対

策が必要になってこようかと。こうして技師として仕事に従事していることも生活面での

健康維持や社会への貢献、おぼつかない自己研鑽も認知症予防には役立っていると思い

日々働かせてもらっています。妻からは「あんたがボケても介護はしちゃらんよ」と言わ

れておりますので、何とかボケを遅延するようにしなければなりません。最近は、人の名

前もすぐ忘れるし、思い出せません。曜日は分かっても、何日なのかもカレンダーを見な

いとすぐ忘れます。困ったものですが、これが現状です。 
さて、皆さんは、仕事以外の時間はどのようにおすごしですか。 

学術の勉強に勤しむ、向学心に燃える、趣味に費やす、スポーツをする、家事・育児に専

念、旅行、家庭サービスなどでしょうか。 
私の今までの行動を申せば、結婚前も結婚後も自分のことを優先した生活をしておりまし

て（かっこよく言えば自由人、悪く言えば糸の切れた凧）、母子家庭と見られてもおかし

くない生活をしておりましたが、ここへ来てやっと人並みに、時間を割いて妻や他人様の

役に立つことをするべきだと改心？し、家族での旅行や町内会のボランティア、自主防災

組織の活動に精を出して入るところです。 
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特に、近所付き合いが疎遠になっている昨今、南海地震や津波に対して、避難訓練や火災

対応など減災に向けて町内会で研修や訓練等で意識の向上を図っているところです。地区

での町内会対抗の運動会も、地域のイベントを通じて近所同士が親しくなれる機会と捉え

参加依頼や運営に汗を流しています。河川敷の草刈りも有志の協力で行っています。まる

で町内会の報告みたいになっていますね。 
 話はかわり、私は貧乏性なもので、品物や衣類が古くなってもなかなか捨てきれずにい

ます。部屋のかたづけも下手で、当然部屋も狭くなり「どんどん捨てて」とよく妻や子に

言われます。確かに年に１回使うかどうかわからないものや、ここ数年見たこともない本

などはまず活用せんでしょうから捨てないかんなと思います。どうせ自分が死んだら、自

分の宝物的な物や何もかにも処分されるでしょうから、今から終活に向けて物欲を捨て、

身辺整理を少しずつして行く時期に来ているようです。ちょっぴり寂しい。 
 恥ずかしい低空飛行のことを書きました。では次のリレーエッセイは、四万十市国保西

土佐診療所の永井敏久君です。永井君とは、西南部での地区会・意見交換会で懇意になり、

業務等でお世話になりました。それでは快く引き受けてくれた永井君にバトンタッチ。 
 

 

 

 

総務報告（２０１８年９月３０日現在） 

１．高知県の会員数     ２０８名 

２．Ｈ３０年度会費納入者  １４１名 

       賛助会員     ８社 

３．Ｈ２９年度会費納入者    ６名 

４．Ｈ３０年度新入会員数    ４名 

 （今月の新入会）       ０名 

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     ５名 

 （今月の退会者）       ０名 

７．Ｈ３０年度転出者数     １名 

８．Ｈ３０年度転入者数     １名 

 （今月の転入会者）          ０名 

９．今月の会員異動  

    なし 

  

(文責編集広報) 


