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「平成から令和へ」 
編集担当理事 板山 和幸 

 
何かにつけて「平成最後の○○」でしたが、気が付けば「令和初の○○」。 

子ども達には「平成最後の○○だから大切に過ごしなさい！」と何度も言っ

てきたが、自分はといえば、テレビや街中で「令和初の○○」という言葉が

躍るまで気が付かないほど、だらだらと過ごしてきたなあ～と少し反省して

おります。 
我が子が親元を離れ、基本的に夫婦のみの生活となって 2 年。それまでは

ほとんど見ることがなかったテレビドラマが会話の種となりました。最近で

は「平成最後の“月９”」といわれる「ラジエーションハウス」ですね。主

人公は技師として働く医師の様ですが、私の記憶では、作中にこれだけ「診

療放射線技師」が出てくるものは初めてではないかと思い、特別な想いで毎

週楽しみにしています。特に新人技師が肩の一般撮影をするシーンは、50
万人に一人のリ・○×△ニ症候群とかではなく、小さな病院でもよくあるケ

ースだと思います。患者さんのちょっとした仕草から、撮影マニュアルより

も広い照射野で撮影、先輩技師のやさしさ（余計な）のトリミングというオ

チもつくという「放射線科あるある」満載。再撮影の逆オーダーの理由づけ

として「関節の抜けが甘い！」というくだりで登場した肩の画像も本当に抜

けが甘かったし、なかなか細かく作られた素晴らしい作品だと思います（そ

んなところばかり気になってドラマのストーリーが一切入ってこないけど…

これも放射線技師あるある？）。ドラマを見ていない方には訳のわからない

話となってしまいました。スミマセン。 
作中で主人公が「技師として極めるために医師免許を取った」というよう

なこと院長に言っていたような…。実は私が技師になりたての平成の初め

に漠然と思っていたことを思い出した。医師も技師も医療従事者が同じレ

ベルで話ができることが、患者さんのためになるという考えには変わりは

ないが、そのために日々努力をしなければならないということを忘れてい

た。「平成最後の月９」に「令和初のやるべきこと」を教えられたような

気がする。 
 

 

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 
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    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 
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公 示  

令和元年 5 月 1 日 
(公社)高知県診療放射線技師会選挙管理委員会 

委員長 森 亮輔 

 

定款第 10 条および第 11 条に基づく令和元年・２年度の役員選挙について、 

下記候補者の届出を受理したことを公示する。 

 

25037 巴  昭彦（潮江高橋病院）       〈立候補〉 

30541 髙橋 宏幸（近森リハビリテーション病院）〈立候補〉 

25165 伊東 賢二（高知大学医学部附属病院 ） 〈立候補〉 

25663 藤田 純二 (いずみの病院)            〈立候補〉 

26540 中村 伸治（近森病院）         〈立候補〉 

29538 大野 貴史（高知医療センター）     〈立候補〉 

32411 柳本 禎久（梼原病院）         〈立候補〉 

34410 板山 和幸（木俵病院）         〈立候補〉 

36383 岡林 史朗（幡多けんみん病院）     〈立候補〉 

37218 三好 裕司（高知赤十字病院）         〈立候補〉 

37606 佐々木俊一（高知大学医学部附属病院）  〈立候補〉 

37786 楠永 倫也 (ＪＡ高知病院)           〈立候補〉 

45355 足達 麻衣（高知生協病院）       〈立候補〉 

49806 菊池 真司（高知赤十字病院）      〈立候補〉 

52475 大川 剛史（大正診療所）        〈立候補〉 

60360 山中こず恵（もみのき病院）        〈立候補〉 

61453 中田 暢将（高知医療センター）     〈立候補〉 

62144 萩野 孝弥（もみのき病院）       〈立候補〉 

62681 秋田 和宏（須崎くろしお病院）     〈立候補〉 

 

監   事 

14987 清水 雅明（自 宅）          〈立候補〉 

24578 楠瀬 正哲（下司病院）            〈立候補〉 

 

候補者数 19 名が定数 20 名をこえていないため、 

平成 30 年度総会に上程し、総会の決議により決定します。 
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会長 巴 昭彦 
 

公益社団法人高知県診療放射線技師会平成 30 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 令和元年 6 月 16 日（日）午後 3 時より 
場 所 高知市総合あんしんセンター 3 階 会議室 
住 所 高知市丸の内 1－7－45 
 

議      事 

第１号議案  ①2018 年度事業報告 

②2018 年度決算報告 

第２号議案  2018 年度監査報告 

第３号議案  ①2019 年度事業計画 

         ②2019 年度収支予算 

第４号議案  その他 

第５号議案  役 員 選 挙 

 

※受 付 14：30 から 
 

□ 総会の委任状・議決表決書について 

  会員各位には是非とも総会への出席をお願いいたします。 

  やむを得ず不参加の場合は必ず事務局宛に委任状の提出をお願いいたします。 

 

（提出期限 令和元年 5 月 24 日（金）必着） 
 

 

 
会の動き 

令和元年度 第 2 回常務理事会 
 

5 月 7 日（火）、高知市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。 
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お知らせ 
2019 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、2019年6月30日(日)に「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：2019年6月30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：2019年6月1日～6月24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. x-rayimage@chikamori.com 
 

2019 年度業務拡大に伴う統一講習会                  学術 
 

診療放射線技師法が 2014 年 6 月 18 日に一部改正されました。具体的には、CT・
MRI 検査等での自動注入器による造影剤の注入、造影剤注入後の針の抜針・止血や、下

部消化管検査の実施（ネラトンチューブ挿入も含めて）、画像誘導放射線治療時の腸内ガ

スの吸引のためのチューブ挿入であり、診療放射線技師の業務内容の拡大です。以上の業

務を行うため、医療の安全を担保することが求められています。必要な知識、技能、態度

を習得することを目標として、今年度１回目の日本診療放射線技師会主催の「業務拡大に

伴う統一講習会」を高知県診療放射線技師会が委託を受け、開催をいたします。 
本講習会は 2019 年度で終了します。多数の参加をお願い致します。 
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開催日： 2019 年 7 月 14 日(日)－15 日(月) 
開催場所：高知市総合あんしんセンター 3 階 大会議室  
 
申込方法：  日本放射線技師会ホームページ会員用システム内の 

イベント申込メニューからお申し込みください。 
https://jart.nexs-crm.nexs-service.jp/jart_portal/kyotsu/top.html 
（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お申し込みくださ

い。） 
受講料 
① 通常；60,000 円 15,000 円（日本診療放射線技師会員価格） 
② 静脈注射（針刺し除く）講習会修了者；50,000 円 

13,000 円（日本診療放射線技師会員価格） 
③ 注腸 X 線検査臨床研修統一講習会修了者；35,000 円 
                     5,000 円（日本診療放射線技師会員価格） 
④  ②＋③の講習会修了者；15,000 円   3,000 円（日本診療放射線技師会員価格） 
その他詳細は JART ホームページよりご確認ください。 
      申し込み後、専用払込票が郵送されます。コンビニ等でお支払いください。

期限までに受講料未入金ですと自動キャンセルとなりますのでご注意ください。 
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） 
12：00～12：50  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    
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JART ホームページ会員システムログイン方法 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
① 日本診療放射線技師会のホームページを開く 
② JART 情報システム → ログインはこちらから をクリック 
③ JART 情報システムログイン画面になりますので、必要情報を入力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 初めてシステムを利用・新規登録はこの画面に従ってください 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ ログイン後「生涯学習」→「イベント参加申し込み」→「検索実行」 
 
 
 
 
 
 
⑥「7/14－7/15 業務拡大に伴う統一講習会（高知県）」を選択し、 
画面に従って必要事項を入力して下さい。 
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その 178（ 今城 健吾：高知医療センター ） 
 

愛宕病院の中坂さんからバトンを受け取った高知医療センターの今城です。 

中坂さんには以前の勤務先である近森病院でお世話になりました。技師人生を近森病院で

スタートした私に「技師として働く姿勢」を教えてくれたのが中坂さんです。中坂さんと

ポータブル撮影に行くと各フロアの看護師さんが中坂さん目当てに頼んでなくても手伝い

に来てくれていました。中坂さんからポータブルを教わる日はずいぶん楽であったと記憶

しています。甘いマスクと言葉で看護師さんを味方につける仕事ぶりはさすが中坂さ

ん！！と尊敬しております。そんな内面も外面もイケメンな技師からバトンを回していた

だき大変光栄です。 

実はこのリレーエッセイが回ってくるのは 2 回目で、たしか 5 年前に書かせていただき

ました。その頃は現職場である高知医療センターに入職してすぐで、環境が変わりバタバ

タしていた時期であったと記憶しています。その頃と自分自身が大きく変わったことは、

結婚して子供が出来たことです。昨年 9月に第一子である女の子が誕生しました。 

このリレーエッセイは自分自身の人生の節目に回ってくるのかな…と思います。今の私の

生活はというと、いかに早く子供を寝かしつけることに重きを置いた生活です。仕事で疲

れて帰ってきた私にニコッと笑って癒してくれる 7 か月の娘が 21 時を回ると大泣きして

怪獣に変化します。やっとのことで寝かしつけ冷蔵庫からビールを飲んでいると、私の出

す生活音で子供が起きて泣き出す・・・・という（泣）。 

妻にからは鬼の形相で睨まれます（驚）。 

大変ながらも、家族 3 人で過ごす休日はとても充実したもので、最近は将来のためにモデ

ルルームや完成見学会に行って、貯金もないくせにマイホームづくりの勉強をしています。

帰りの車の中では「あの和室いらんやろ～」とか人の家の文句ばかり言っています。 

技師会の方が家を建てて完成見学会をする際は、私たち夫婦にご注意ください（笑） 

まぁそんなこんなで大変ではあるものの笑顔の多い幸せで充実した日々を過ごしています。 

次にバトンを渡すのは、昭和最後の 63 年生まれで近森病院の 63 年生まれの男女を集め

て飲み会を開催しているという噂のあるリア充男、谷脇貴博さんにバトンタッチ！！ 
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総務報告（２０１９年４月３０日現在） 

１．高知県の会員数     ２０３名 

２．令和元年度会費納入者   ３８名 

       賛助会員     ３社 

３．平成３０年度会費納入者   ３名 

４．令和元年度新入会員数    ３名 

 （今月の新入会）       ３名 

   生原 大嗣：高知医療センター 

   高野 里沙：高知赤十字病院 

   小松 悠哉：高知赤十字病院 

５．令和元年度再入会員数    ０名 

（今月の再入会）       ０名 

６．令和元年度退会者数     ９名 

 （今月の退会者）       ９名 

７．令和元年度転出者数     ０名 

８．令和元年度転入者数     ０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) 


