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「中四国放射線医療技術フォーラムを終えて！」
会長

巴

昭彦

2018 年 2 月 19 日に伊東賢二大会長より CSFRT2019 の開催概要の素案が提案され、同年 5
月の常務理事会において第 1 回実行（準備）委員会を開催し本格的に準備が始まった。
2018 年 11 月に開催された広島県を参考に（実際には規模が違うが）開催会場、懇親会会場
について検討を深めた。開催会場は高知県の場合「かるぽーと」しか選択肢がなく、本来なら
11 月に開催したい所であるが、
「県展」等の通年行事のためやむなく 9 月の開催となる。9 月は
高知県にとって台風の来襲シーズンであるため開催中止をめぐる悩み事が１つ増えたが、後に
興業中止保険というフォーラム初の損害保険に加入した。情報交換会は、ザ・クラウンパレス
新阪急ホテルが 3 年前より予約に応じて頂き、仮予約はできた。しかしさほど広くなく、立食
で 300 人までというキャパではと、思案を巡らしていた。
プログラムは伊東大会長が示したメインテーマ「画像維新－進む革新・求める核心－」に沿
う形で、特別講演、シンポジウム、ランチョンのテーマが決まり、講師も徐々に確定していっ
た。また、技師会の特別企画のセッションも内容について検討を重ね、市民公開講座には、少
林寺拳法グループ代表の宗 由貴氏に講演依頼をした。フォーラム全体の形が見え始めセッシ
ョンと講師が確定しほっと一息！参加者数と演題登録数の心配するようになった。
この頃にクラウンパレスより連絡があり一番広いバンケット会場「花の間」が使用可となる。
これは大変喜ばしいことであったが、立食で 800 名、正餐で 450 名という巨大スペースをどの
ように利用するか？どのようなプログラムと料理構成にするか？また悩みは増えたのである。
演題登録数については最終 116 演題を得て、高知県としては何とか形になり、またかるぽー
とでは、無理なくプログラムを構成できる演題数とみんなで納得した。
最後の悩みは、情報交換会の事前登録数と学会参加登録数である。当日まで分からない参加
登録は別にして情報交換会の事前登録は 2019 年 9 月 14 日時点で 277 名を得た。これで招待客
を含めて 300 名前後という数字が読める。情報交換会の会場形式は正餐とおなじ椅子席でも、
バイキング方式のためフードテーブルのスペースが必要となり 300 名でも十分に格好がつく。
料理は、立派な姿造りの皿鉢や組み物皿鉢、田舎寿司の皿鉢を始め、土佐の珍味、ウツボのタ
タキ、そしてみんなが期待しているカツオのタタキは十分に振る舞うことにした。1 日目、情報
交換会は大いに盛り上がり参加者は 317 名を数えた。そして一番肝心の学会参加登録数は 2 日
目の閉会式前に確認し 560 名であった。巴をはじめこの数字に歓喜した。高知県の診療放射線
技師の皆様の力を集結して開催した CSFRT2019 は大成功したのである。
本紙の紙面を借りて、ご協力頂いたすべての皆様に御礼を申し上げます。本当にありがとう
ございました。皆で力を合わせて何かをやり遂げたことに幸せを感じた。何よりメインテーマ
に沿って、人間の可能性を確信した大会であった。
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会の動き
令和元年度 第 6 回常務理事会
10 月 1 日（火）、高知市総合あんしんセンターにて第 6 回常務理事会を開催した。

お知らせ
令和元年度レクリエーション
日時

担当：楠永倫也 菊池真司

： 令和 元年 11月10日（日）10：30集合

開催内容： ハイキング（ピクニック）
いつも子育てがんばる

お父さん技師お母さん技師さん

運動不足の方々 一緒に楽しみませんか。
集合場所 月見山（ヤシーパーク近く）
下駐車場看板前 ローソンより3分登ると到着
雨天中止
曇りは開催しますが子供さんの行動に注意して下さい（すべります）
ローソン裏入口の方が、道幅広いです。
汽車は、香我美駅下車徒歩30分で到着可能です。
弁当＆飲み物 小学生以上の方に支給予定
人数確認したいので参加希望者は、地区理事にお願いします。
例

楠永 大人2人 子供2人（小学生1人 幼稚1人）

この場合弁当3個 飲み物4本お渡しします。
当日の飛び入り参加（事前連絡なし）してもらってもかまいません。
尚 第二企画は・1 月 餅つき大会
企画中止などの場合は、3 月時間あれば 再度開催します。
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担当：中田 暢将

令和元年 12 月 7 日(土) １４時－１７時
高知医療センター（がんサポートセンター４F 会議室）
キャノン CT フレッシャーズセミナー

実機を使用した講義もあり参加人数に制限がございます。よって CT 撮影担当になって経験の浅
い先生、心臓 CT を撮り始めて経験の浅い先生を中心にご参加いただけたらと考えております。会員、
非会員問わずご参加いただけますので、興味のある先生方へお声かけ頂き何卒ご検討の程よろしく
お願い致します。

【定員】 15～20 名程度
【カリキュラム】
Session1 14:00～16:00
テーマ： 心臓 CT 検査のスキルアップをしよう！
・心電図基礎（心電図、不整脈）
・心電同期スキャン概要
（スキャン方式、スキャン制御、心電同期アプリケーション、撮影時のポイント）

・心電同期再構成概要（心電同期再構成原理、再構成のポイントと注意点）
～１０分休憩～
Session2 16:10～17:00
テーマ： 最新技術の原理と臨床応用（50 分）
・再構成技術の変遷 ～FBP～Deep Learning 再構成～
・Dual Energy 技術の進化

【申し込み方法】

ただし定員に限りがございます。登録人数が定員を超えた場合抽選とさせていただきます。
参加者にはおって連絡させていただきます。

令和元年度 Ａｉ講習会お知らせ

学術

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび、高知県診療放射線技師会 Ai 講習会を開催する事になりました。本会は、
死因究明に大きな役割を期待される Ai（オートプシーイメージング：死亡時画像診断）
に必要な X 線撮影、CT 等 の撮影技術、3D 画像処理技術・画像保管、症例報告などに
関する基礎的な内容を学び、Ai における最新情報の共有化を図ることを目的としていま
す。ご多忙とは存じますが、積極的なご参加をお願い致します。
敬具

日 時 ： 令和元 年 12 月 14 日（土）15：30〜17：30（受付開始 15：00）
会 場 ： あんしんセンター３階会議室
※ 参加費 ： 無料 （非会員 500 円）
テーマ：「遺体検案に必要なＡｉオートプシーイメージングの基本について」
四万十町国保大正診療所 大川剛史
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学術

令和元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 ； 令和 2 年 2 月 2 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 ；令和元年12月20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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学術

今年度 2 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。
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。
いよいよ高知県開催は本講習会をもって終了いたします。会員・非会員を問わず
医療の安全を担保して頂く為、多数の参加をお願い致します

日時：2020 年 2 月 23 日(日)－24 日(月)
場所：JA 高知病院 コミュニティホール
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
09：00～09：10
09：10～10：00
10：00～10：50
10：50～11：00
11：00～11：50
11：50～12：00
12：00～13：20
13：20～14：20
14：20～15：10
15：10～16：00
16：00～16：10
16：10～17：00
17：00～17：50

10
50
50
10
50
10
80
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
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2 日目
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

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

17：40～17：50

10

閉講式
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その 183（ 林 憲司： 近森病院 ）
近森病院の西川さんからバトンを受け取りました、近森病院の林憲司です。
西川さんは近森病院では僕の 2 年先輩になります。同じ年の国家試験を受け、診療放射線
技師歴は同じなのですが、病院内で西川さんはいつも冷静かつ余裕があり、笑顔で接しや
すく、なんでも臆せず話せて頼りになる先輩であります。特に MRI の事を親切に教えてく
ださり、いつもとても助かっています。私は、岐阜県多治見市出身で、近森病院に勤務す
る以前は愛知県名古屋市にある小さな 2 次救急病院で勤務していました。高知県出身の女
性と前職場の病院で出会い、結婚するタイミングで色々あり、高知県の近森病院で働く事
となりました。もともと四国とは全く縁がなく、高知との繋がりが全くの 0 であった状態
から、高知に来て 5 年間でこれだけ多くの縁と出会いを築けたのも、元を辿れば全て妻の
おかげかなと感じております。
さて、高知県に来てから触れたものの一つに、よさこいがあります。近森病院グループ
でよさこいチームがあり、楽しそうだなと思って参加したのがきっかけでしたが、ほぼ毎
年参加しており、楽しませていただいています。よさこいは高知県の素晴らしい文化の一
つであると感じております。よさこいを通じて、他職種、近森病院協賛企業、職員家族、
近森病院付属看護学生の方々等、普段の診療放射線技師の仕事をしているだけでは知り合
えない多くの人々と知り合うことができました。また、よさこいでの交流が仕事上でも円
滑に働いており、コミュニケーションとしての役割も果たしているのだなと実感していま
す。近森病院画像診断部からも多くの同僚が参加しており、踊り子、インストラクター、
ボーカル等、それぞれのステージで活躍しています。特に、毎年参加している一部の先輩
達はボーカル、インストラクターとして、僕たち踊り子を引っ張ってくれていて、とても
頼りになっています。
さて、次にバトンを渡すのは、高知赤十字病院の高橋良幸さんです。2019 年リレーフ
ォーライフで高知赤十字病院の方と縁があり、私と同じ藤田保健衛生大学（現 藤田医科
大学）出身で現在は高知赤十字病院で活躍されている先輩がいると聞きました。
それでは、同じ大学出身の先輩で活躍されている、高知赤十字病院の高橋良幸さんにバ
トンタッチ！
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総務報告（令和元年９月３０日現在）
１．高知県の会員数

２０４名

２．令和元年度会費納入者

１５０名

賛助会員
３．平成３０年度会費納入者
４．令和元年度新入会員数
（今月の新入会）
５．令和元年度再入会員数
（今月の再入会）
６．令和元年度退会者数
（今月の退会者）

７社
１５名
５名
０名
０名
０名
１０名
０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)

