
平成 30 年 12 月 1 日発行第 492 号      技師会だより                  （1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

秋の叙勲 
  学術担当常務理事 中村伸治 

今年の夏は台風がいっぱいやってきて、毎回毎回被害を心配しましたが、あまり大きな

被害もなく、やっと秋らしくなってきました。リレー フォー ライフも終わり寒くなり

かけた今日この頃ですが、一報が舞い込んできました。日本診療放射線技師会で前の副会

長でした、井戸靖司さんが瑞宝双光章を受章されたそうです。最近一緒に飲む機会があり

ましたが、その時は何も聞いていませんでしたので、びっくりでした。知っている人、身

近な人が、受賞されると「うわー、すごいな」と思うばかりでした。遠いところの話と思

っていましたが、放射線技師にもチャンスがあるんだと思うと、うれしくなります。 

叙位は位階（正一位、従三位など）を授ける制度で 603 年の冠位十二階の制に始まる。叙

勲は勲位（一等から十二等まで区分）を授ける制度で、本来は武人など勲功を挙げた者に

対して授与されたもので 701 年（大宝元年）から始まった。日本の律令法（官位令）では、

勲一等は位階正三位、勲十二等は従八位下に相当するとされた。大宝律令制定とともに始

まったこの制度は、藤原仲麻呂の乱（恵美押勝の乱）で孝謙上皇側が自派の将兵に勲位を

濫授したことで知られている。しかし、叙勲は 941 年の藤原純友の乱（承平天慶の乱）以

後ほとんど行われなくなった。近代日本の叙勲制度は 1875年の「勲章従軍記章制定ノ

件」（太政官布告第 54号）公布によって開始され、その際に勲位は勲等と改められた。

当初は勲八等までで賞牌が授けられることとなっていたが、翌年に二等分増やされて十等

となり賞牌も勲章に変更された。また、当初は武官のみを対象としていたが、1883 年に

は文官、1892 年には教育・社会分野と拡大され、広く国家に功績ある人物に対して贈ら

れるようになった。第二次世界大戦後の 1946年に生存者に対する叙勲は中止されたが、

1963 年に生存者叙勲が復活して翌年より春と秋に叙勲が行われるようになった。2003年

には勲等の数字表記が廃止されて、勲章の格付概念としてのみ残されるようになった。 

 高知県で診療放射線技師をやっているともらえる表彰は、25 年で、高知県診療放射線

技師会 25年勤続表彰。30 年で日本診療放射線技師会の永年勤続表彰。ここまではずっと

会員でいればもらえますが、ハードルが上がるのが、5年ごとの創立記念式典でもらえる

高知県知事表彰、高知県の審査に通らなければなりません。さらにハードルが高くなり、

厚生労働大臣表彰。それらを経て、いろんな審査を受けて叙勲をもらえることに。最近で

は高橋正實先生が受賞されて、受賞のお祝いをしたのを覚えています。高知県の診療放射

線技師の叙勲がこのところ途絶えています。何とか復活して、診療放射線技師として頑張

っていると、いいことが待っていると思えるようになりたいです。 
 

 

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   

技 
師 会 だ よ り 

Ｒ 高知県診療放射線技師会 



平成 30 年 12 月 1 日発行第 492 号      技師会だより                  （2） 

会の動き 
平成 30 年度 第 8 回常務理事会 
 

11 月 6 日（火）、総合あんしんセンターにて第 8 回常務理事会を開催した。 

 

CSFRT2019 の広報活動報告                 広報 大野貴史 
 

来年高知で開催する CSFRT2019 の広報活動のため、CSFRT2018（広島）に参加しました。

用意していた PRグッズも直ぐになくなるほど、興味を示して頂いたと思います。 

あとは、来て頂いた方々を知識向上でも観光、料理、酒においても満足してもらえるよう

会員一同がんばりましょう！ 
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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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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。 
 
Aiオートプシーイメージング(死亡時画像診断）基礎講習会                                        
 

 

『～サブスペシャルティ(学問領域）としてＡｉについて～』 
            四万十町国保大正診療所 大川剛史 
 

日  時：平成31年1月1２日（土）15時00分～17時00分(受付14時30分より） 

会  場：近森病院 管理棟3階 №3会議室 

参加費 ：会員無料（ただし、非会員500円徴収します。） 

参加資格：なし（会員・非会員、職種、年齢等 問いません） 

 
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。 

 
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 年度技師長会のお知らせ           副会長 髙橋宏幸                                         
 

 毎年3月の第2週土曜日は、技師長会の日。 
メインテーマが決まりましたので、お知らせします。 

テーマ ：「高知県の地域医療情勢と今後の医療機関のあり方」 

講師   ： 社会医療法人近森会 近森病院 管理部長 寺田文彦 先生 

日時 2019 年 3月9日（土）16 時から 
場所   ：近森オルソリハビリテーション病院7階会議室 

 

 高齢化、病床数過剰地域、地域包括ケアなど国の方針における高知県の医療を知

り、これからの診療放射線技師を模索していただけるよう、本年は、地区会との合

同開催です。管理職クラスだけではなく、より多くの方に聴講していただくようお

願いします。 

 また、情報交換会も追ってお知らせしますので参加のほどよろしくお願いします。 

 

    
その 174（ 永井 敏久：四万十市国保西土佐診療所 ） 

  
幡多の先輩、高校の先輩弘田さんよりバトンを受けました西土佐診療所永井です。 

四万十市に在任中には監査や四万十市長など、何とかいろいろ忖度をと思っていたところ、

定年を機に幡多の地を去って行きました残念。中村で飲もうと約束してもらったけど、タ

イミングが合わなくてすみません。 
自分も、もう少しで定年というところで、第２、第３の人生を楽しめると若いころは思

っていたのだが、年をとると環境も変わるし気持ちや体がついてこない、これといって趣

味もない。再雇用されよっかな～。 
リレーエッセイ過去３回は書いたと思うけど、今回が最後と思い書かせてもらいます。 

新人のころは先輩方の元気な姿に脅かされ、仕事もそうだけど酒の飲み方にびっくり、元

気な飲み方、楽しい飲み方、豪快な飲み方、検査数値の高い自慢話、この場を借りて再度

一言「先輩方、立派に検査数値高くなりました。」 
そうすると、趣味は酒か？食べる事が好きで県内の旧市町村（大川村を除く）に立ち寄っ

て美味しいものを食べてきた。 
走行距離も通勤併せて年平均３万キロ、ドライブが趣味か？ 
趣味でなく仕事で何年も 100 キロマラソン手伝っています、医療救護所で栄養補給、マ

ッサージ、ドーピング？？？など、技師には忖度しますので何時でも声をかけてください。 
定年を迎え技師会を振り返ってみると入会して２、３年目だったと思うが全国統一講習

会、中村から乗り合いで３時間半、高知医大（当時）で朝食をして午前中気合を入れて学

習会、午後からコックリコックリ船を漕ぐ、当時の講習会に関しては後の放射線管理士認

定講習会などにためらうたり、いろいろな意見があったが、自分としては楽しい思い出で

あったと今になって思っている。（当時の仲間は皆、技師会を去って行った） 
次に、大学、大学院創立への寄付について、某国へ進出する企業みたいに乗っ取られる

とは思いよった。投資と考えてみたが、投資したお金の利益返還が「優秀な人材を輩出す

るとか技師の地位を上げる」とか訳わからんことで、と思いつつ寄付の返還は断った。当
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時訳あって東京都中央区の放射線技師ビルを手放したのは痛かったかな。 
始めた頃くらいから、放射線技師環境は、小中規模病院にもＣＴが広まり、急激に技師

の需要が高まったと感じていた。何も、知識やテクニックだけが、放射線技師の地位を上

げるのではないですよ（誰に言っているのかわからんけど）。雑誌で見たけど、医療関係

の中で医師以外の職種で給与が高いのは診療放射線技師であった、これは需要、供給の関

係が第一だと思うのだが。一人職場の技師人生ずっと言い続けてきたことは他の職種のよ

うに技師免許で点数が取れる事。今後自診療所では、放射線技師は採算性が悪く採用しな

いようだ。                
以上、史実や考えに間違いがあったらすみません。 
入会時期から、まわりの同世代６人は技師会脱会していった、理由は皆同じような事、

真実の追究も必要では。自分が残ってきた理由は居るだけでも役に立てばと思ってのこと。 
最後に、森下病院の山本君にバトンタッチ、超まじめな山本君、自分以上に趣味のない

人間であるが、最近「退職したらバイクを買ってツーリングをしよう」と言い出したのに

はびっくり。働き好きの山本君よ！幡多のため、高知のため終年働いて下さい。 
 

 

 

 

 

総務報告（２０１８年１０月３１日現在） 

１．高知県の会員数     ２０９名 

２．Ｈ３０年度会費納入者  １５２名 

       賛助会員     ８社 

３．Ｈ２９年度会費納入者    ８名 

４．Ｈ３０年度新入会員数    ５名 

 （今月の新入会）       １名 

  毛利明世 もみのき病院 ＜中央西地区＞ 

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) 


