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「西南部地区画像研究会」 
西南部地区理事 岡林 史朗 

 

昨年、12 月 1 日に西南部地区画像研究会が行われ回数も第 25 回を数え

ることとなりました。調べてみたところ第 1 回西南部地区画像研究会は平

成 8 年 9 月 10 日西南病院にて開催されました。当時は自動車道も全く開通

しておらず、国道 56 号線を片道 3 時間かけて高知市まで移動して勉強会に

参加しなければならない状況でした。そこで高橋名誉会員様をはじめ私ど

もが大変お世話になった大先輩のみなさまが幡多地区の診療放射線技師の

技能の底上げを考えて勉強会を企画開催したことが西南部地区画像研究会

のはじまりだったと聞いています。私は平成 4 年から県立宿毛病院にて勤

務しており当時は遊びたい盛りの若造でしたので、態度が悪いと中澤会長

に叱責を受けて恐れおののいたり、県立中央病院の放射線科の先生から CT

の読影の勉強用の CD-R を送られて縮み上がったことを鮮明に覚えていま

す。 

さて昨年の 11 月 17 日に片坂バイパス四万十町西 IC－黒潮拳ノ川 IC が

開通しました。平成 8 年当時は片道 3 時間かかっていた道のりも、現在で

は約 2 時間で移動する事が可能となりました。高知 IC から四万十市 IC ま

で全線開通がいつになるのかわかりませんが開通すると 1 時間 30 分くらい

で移動することができるのでしょうか。それでも片道 1 時間 30 分、往復 3

時間(T_T） 西南部地区画像研究会がなくなることはないかな（＾-＾） 
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会の動き 
平成 30 年度 第 10 回常務理事会 
 

1 月 8 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。 

 

お知らせ 
高知県放射線技師学術大会                           学術 
 

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 

9:00～ 9:20   受  付（一般・座長・演者） 
9:25～ 9:30  開会の挨拶            会長 巴 昭彦 
9:30～10:30  一般演題（第 1 部）       座長  

１．HIS と連携したタブレット端末を利用した問診システム 
高知大学医学部附属病院 放射線部  武内 侑磨 

２．RIS と連携した皮膚表面線量の推定 
高知大学医学部附属病院 放射線部  小笠原大介（未入会） 

３．FPD と CR の線質特性について 
高知大学医学部附属病院 放射線部  近藤 裕太（未入会） 

        ４．FPD、CR システム感度の管理について 
高知大学医学部附属病院 放射線部  榮枝 達也 

５．当院のポータブル撮影における入射表面線量測定 
           高知医療センター 放射線技術部   生原 大嗣（未入会） 

６．頸椎ＰＡ撮影って？！ 
四万十町国保大正診療所       大川 剛史 

10:30～11:50 特別講演 80 分          司会 巴  昭彦 
演題名 『今後の診療放射線技師の履修単位と将来の展望』 
演 者  公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 

                           熊代 正行 先生 
11:50～12:00  休  憩 
12:00～12:40 メーカーセッション 40 分     司会 伊東 賢二 

『被ばく線量管理ソフトの紹介』 
バイエル薬品株式会社          

12:40～14:00  一般演題（第 2 部）       座長  
７．C アーム型 X 線 TV 装置の空間線量分布について 

高知大学医学部附属病院 放射線部  大黒 和輝 
８．バーチャルグリッドの特性について 

高知大学医学部附属病院 放射線部  切詰 力斗（未入会） 
        ９．撮影開始時間固定 肺動静脈分離１相撮影の検討 
           高知医療センター 放射線技術部   岡村 夏子（未入会） 

１０．放射線治療における多次元検出器の精度検証について 
高知大学医学部附属病院 放射線部  森田 一郎（未入会） 

       １１．放射線治療における超音波モニタリングシステムの運用状況 
           高知医療センター 放射線技術部   高砂 美穂（未入会） 

１２．外部照射における骨盤セットアップでの pitch 角の検討 
高知大学医学部附属病院 放射線部  北野 雅子 

１３．123I-MIBG 心筋シンチグラフィにおいて体格が心臓縦隔比に及ぼす影響 
高知大学医学部附属病院 放射線部  林  直弥 

１４．整形エコーのススメ 
四万十町国保大正診療所       大川 剛史 
 

   14:05～14:10 閉会の挨拶          副会長 髙橋 宏幸 
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東部地区企画講習会                東部地区理事 楠永 倫也 
 

日 時  ： 平成 31年 2月 9日（土）14：00～16：00   

開催場所：JA 高知病院 5階 会議室(エレベータ降り、突き当り右の部屋) 

講習会名：「被ばく管理について考える」 

講演者  ：①情報提供 千代田テクノル 

②当院の被ばく線量管理について（仮） 

高知大学医学部附属病院 明間 陵 

 被ばくの管理は診療放射線技師の仕事です。「我々がどのような管理をす

べきか」、「そもそも被ばくとは」というようなことを初心にかえって、一緒

に考えてみましょう。 
 

平成 30 年度業務拡大に伴う統一講習会  
日 時： 2019 年 2 月 23 日(土)－24 日(日) 
場 所： 四万十市市民病院 会議室 
受講料： ①通 常         15,000 円  (非会員) 60,000 円 

②静脈注射講習会修了者  13,000 円  (非会員) 50,000 円 
③注腸講習会修了者     5,000 円  (非会員) 35,000 円 
②＋③の講習会修了者    3,000 円  (非会員) 15,000 円 
 

申込期限：2018 年 11 月 26 日～2019 年 2 月 11 日迄 
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）  

 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） 
12：00～13：20  80  ※実習・演習 静脈注射 
13：20～14：20  60  昼休憩 
14：20～15：10  50  講義（DVD 放映）法改正 
15：10～16：00  50  講義（DVD 放映）IGRT 
16：00～16：10  10  休憩 
16：10～17：00  50  講義（DVD 放映）IGRT 
17：00～17：50  50  講義（DVD 放映）IGRT 
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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    

 

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。 

本年度は、中央西地区、中央東地区との合同開催です。情報交換会場も決まりま

したのでお知らせします。 

高知県の医療事情がテーマです。他の地区の会員、非会員にもお越しいただき、

これからの診療放射線技師のあり方を考えていきたいと思っています。 

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 

 

 情報交換会(地区親睦会) 
日時：平成 31 年 3 月 9 日(土)18 時 30 分～ 

 場所：旬菜厨房 三膳酒場 本店 
 会費：5000円前後(2時間飲み放題付きのコース) 
 

 ・講演に関する問い合わせ 

近森リハビリテーション病院 髙橋宏幸    TEL：088-822-5231(内線7252) 

 ・情報交換会(地区親睦会)に関する問い合わせ 

もみの木病院 萩野孝弥    TEL：07064385217 
 

※例年通りメインテーマを始める前に、新人教育や来年度に関する報告などをいたします。 

 皆様、お誘い合わせの上、参加をお願いいたします。 
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第２回四国超音波研究会 USRT 開催のお知らせ                       
 

 昨年 7月に開催された四国超音波研究会の第二弾です。 

整形エコー領域では軟部組織の評価に優れ、なおかつ微細な骨折や炎症所見を見つけるこ

とができるため、ＭＲＩのない施設でも筋肉、筋膜、靭帯、神経、血管など微細な変化を

診断することができ、我々診療放射線技師の読影の上でも大きな影響を与えてくれるツー

ルとなります。 

 研究会では実際に皆様に装置を使っていただき、楽しみながらハンズオンで行います。 

 

 テーマ ：「Ｘ線撮影では写らない整形領域エコーを学ぶ」 

    ～肩関節ルーチン検査法・骨折エコーのハンズオン！！～ 

講師   ： 四万十町国保大正診療所 大川 剛史 氏 

日時 2019 年 3月16日（土）１３時３０分から(受付13：００） 
場所   ：高知市総合あんしんセンター3階中会議室 

 
  会費：会員無料 非会員500円 多職種無料 
      医師も数名参加されますので、どなたでもお越しくださいませ！！ 
      救急撮影認定技師機構 2ポイント 

 問い合わせ 

学術理事 国保大正診療所 大川剛史    TEL：0880-27-0210 

  

    その 176（ 宮地 聡：聖ヶ丘病院 ） 
 

森下病院の山本さんより既に何度目か？のバトンをいただきました。聖ケ丘病院の宮地

です。 

弘田さんから永井さんにバトンが渡ったのを見て「こりゃ次の次に来るかな？」とすでに

心算はしておりました（笑）。お互い昭和３８年生まれの卯年ですが高校も技師学校も異

なり、彼は「努力家」、私は「超テキトー」と全くタイプが異なるためか、公私共に仲良

くして頂いております。森下病院では１人技師の期間が長かった山本さんですが、最近で

は２人体制となったお陰で念願だった休みもとれる様になり、趣味の畑仕事に精を出して

いる事と思います。 

 さて山本さん同様、私も昭和６０年の免許登録時から現在まで、３０数年この仕事をし

ています。定年が目の前に見えて来ましたので、ちょっと振り返ってみようと思います。

当初からこの職業を目指していたわけでは全く無く、高校３年の秋には既に郵政内勤と刑

務官の合格をもらってどちらにしようかなと悩んでいた時、教室の後ろにあった掲示板に

地元の病院から「技師学校へ行ってくれる人大募集」の張り紙を見つけたのが運命の分か

れ道、その時はこれであと３年は遊べるなぁというのが本心でした。 

 急遽見つけた神戸の技師学校へ３年間通うことになりました。当時の神戸医療専門学校

は摩耶埠頭の雑居ビルの５Fにあり、４Fは看護科だったと思います。放射線学科では１ク

ラス３０人が同級生で、そのうち現役生は約半分、残り半分は落第、浪人生あがりを含む

社会人経験者でした。元医療事務や元MEあがりで私同様、病院に学費を出してもらってい
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た方が数名、縫製工場勤務に見切りをつけたという方、某有名大を卒業後、一般企業に就

職したが対人関係に躓いた方などなど、我々現役生より遥かに個性的で面白い方揃いでし

た。国家試験前日には、受験会場の近畿大学の近くに皆で宿をとって試験に臨んだのも良

い思い出です。 

 職場は現在で４カ所ですが、くぼかわ病院での勤務期間以外は、ほぼ１人技師です。し

かしながらどこの職場でも周囲の方々の理解と協力に恵まれ、実に楽しく仕事させてもら

っています。毎日仕事に行きたいくらいなのですが、この間は「３６協定に違反するので

早く振休とってください」と真顔で叱られてしまいました。働き方改革ってなんか不自由

なもんですね。と、前回の山本さんのお話と比べ薄っぺらで、簡単な内容のお話で大変申

し訳ないですが、この辺で終わります。 

 さて次のバトンは、前述のくぼかわ病院の方にお願いしましたところ、快諾していただ

きました。初めて出会った時はまだ技師学校へ通う学生さんでした。当時からいつもニコ

ニコ、弟想いの優しいお兄ちゃんでしたが、２０数年経った今でもやはり笑顔が素敵な２

女のパパ。そしてその人柄ゆえ病院スタッフのみならず周囲の方々からも絶大な信用と信

頼を得ております、くぼかわ病院の岡村治郎さんへ、バトンターッチ！ 
 
 
 

 

総務報告（２０１８年１２月２８日現在） 

１．高知県の会員数     ２１１名 

２．Ｈ３０年度会費納入者  １６１名 

       賛助会員     ８社 

３．Ｈ２９年度会費納入者    ９名 

４．Ｈ３０年度新入会員数    ７名 

 （今月の新入会）       １名 

  宗﨑 由美子 海里マリン病院 ＜中央南地区＞ 

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) 


