
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『総会総括』 
  

 先ずは昨今のコロナ禍の中で、標準予防策に神経を使いながら日常業務に精励されて

いる会員各位に敬意を表します。また、我々診療放射線技師の中から感染者が出ていな

いことに感謝を申し上げます。これは、会員各位がそれぞれの職場で気を使い、緊張感

を持って感染予防策通りに診療放射線業務を全うされていることと、日常生活において

も 3密を防ぐように努力されていることの証と思っています。 

さて、令和元年度の定時総会は無事開催することが出来ました。今回は必要最低人数

での会場開催でしたが、ご協力を頂いた出席者と委任状をいち早く返信頂いた会員の皆

様に深く感謝を申し上げます。 

また、県知事表彰の受賞者の皆様には無理を言って全員の出席を頂きましたこと誠に

ありがとうございました。少人数であっても 3密を避けるため広い会場を確保し、時短

での開催でしたが会場開催をした意義はあったと確信しています。 

今後の会務運営につきましては、令和 2年度事業計画として述べさせて頂きましたが

コロナ次第で五里霧中です。できることは行い、無理をしないで会務を少しずつ進めて

いきたい所存です。 
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現時点での予定としてリレーフォーライフｉｎ高知は、日程は 10月 24(土)-25(日)、

会場は城西公園に決定しましたが、開催の是非については実行委員会で検討中です。 

これも 3カ月先の見通しが立たないことによるもので致し方ないと思っています。 

また、本会主催の『高知県診療放射線技師学術大会』は、2021年 2月 7日(日)に総合

あんしんセンター3階大会議室で開催する予定です。広い会場にて感染対策に万全を期

して準備を進めますので演題応募をよろしくお願い申し上げます。 

そのほかにも、8月 8日(土)にサーベイメータ校正講習会と 8月 30日(日)にフッレッ

シャーズセミナーを開催いたします。施設のサーベイメータを持ち寄って是非年に一度

の校正をしてください。また、フレッシャーズセミナーには新卒の診療放射線技師の皆

様に、是非受講の申し込みをよろしくお願い申し上げます。 

最後に今年度の技師会活動は決して無理をせず、安全第一で会務を執行して参ります

ので会員各位のご協力とご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

          公益社団法人高知県診療放射線技師会 会長 巴 昭彦 

 

 

会の動き 
令和 2年度 第 3回常務理事会 
 

7 月 7 日（火）総合あんしんセンターにて第 3 回常務理事会を開催した。 

 

 
 

高知県診療放射線技師会学術大会学術奨励賞    会長 巴 昭彦 
 

本年 2月におこなわれた 

高知県診療放射線技師会学術大会において、 

高知医療センターの岡崎敬介会員が発表した 

「当院におけるハイブリッド手術室を 

用いた整形手術の経験」が 

学術奨励賞に選出されました。 

  

おめでとうございます！ 
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高知県知事表彰                       会長 巴 昭彦 
 

令和元年度定期総会において、高知県知事表彰の授章式がおこなわれた。 

今回はコロナのため、本会創立 65 周年記念式典および記念祝賀会の開催は

自粛させて頂きましたが、5 年に一度の高知県知事表彰は、無事に申請が通

りました。しかも 6 名分！受賞された諸氏にあらためてお祝いの言葉を述べ

させて頂きます。 

祝 おめでとうございました。 
今後とも益々のご活躍を祈念いたします。 

 

高知県知事表彰を授章された諸氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

北川保浩 高橋宏幸 大野貴史 武内伸広 中村伸治 

板山和幸（順不同 敬称略） 
 

高知県診療放射線技師会 25年勤続表彰        会長 巴 昭彦 
 

 

勤続 25年表彰 

おめでとうございます。 

 

長年、診療放射線業務に 

精励された、一区切りと 

して表彰させて頂きました。 

 

今後益々のご活躍を 

                       期待しています。 
 

三笠 充  廣田 任成  楠永 倫也 

小松 剛  下八川克則  今井 吉輝  中坂 洋康（順不同 敬称略） 
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お知らせ 
2020 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、2020 年 8 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：2020 年 8 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  ３階中会議室 

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：2020 年 8 月 1 日～8 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 

 

 

令和 2年度 東部地区勉強会                   楠永 倫也 
 

【日時】 令和2年9月12日(土) １5時－１７時  

【場所】 JA高知病院（5F会議室）  

【内容】 JA高知病院 整形医（細川智司Dr）による講演  

整形医から見た放射線画像についての講演を検討しています。  

【定員】 15～20名程度  
 

尚 JAでは、土曜診療実施していますので 場合により延期の場合がございます。 

 

9月号に 掲示した日時内容が正確な回答といたします。 

 

 

 

mailto:tomozen-akihiryu@power.odn.ne.jp
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その 192（ 髙橋 宏幸 ：近森リハビリテーション病院 ） 

 

今回、久々にバトンを受け取った近森リハビリテーション病院の髙橋です。私と横山君

との接点は、彼が近森病院へ実習に来た時から時からの付き合いになります。そして、愛

宕病院への就職したのを機に人的ネットワークを広げるために本会へ入会してくれました。

今では中央西地区を活動の場として、講習会やリレーフォーライフなど、本会事業に協力

してくれています。趣味としてサキソフォン演奏をしていると記憶していましたが、「ワ

インのきき酒」などにも挑戦して、人生を充実させる術を増やしているとは初耳でした。 

さて、ここから私のたわいない記録を残すことにします。 

皆様ご存知だとおもいますが、認知症の発症は、2025 年には、5 人に 1 人という、高い

確率で発症するとの推定がされています。 

私も体力の衰え、生活リズムの変化から認知症予備軍として「もの忘れ」、「ボケる」を

以前より自覚するようになりました。例えば、洗髪の際、シャンプーを流さずリンスを手

に取ってしまって「はッとした経験」やこれに似た経験は、皆様にもありませんか。 

これを、脳の衰えからきているのか、それとも、自らの年齢を意識するから過敏なのか

判断がつきません。自覚しているので認知症ではないものの、それがわからないので「ボ

ケ」ていると思われても仕方のない事です。しかし、そもそも記憶する行為は、コンピュ

ータにはかないません。忘れる事は人間の特権であり、新たな創造の始まりです。どのフ

ォルダーに保存したかの判断と指への指令に時間差が生じていることなどを問題としては

いけません。自分に必要なデータの活用はコンピュータ操作でできています。年を重ねる

と社会活動は増えて、処理する「もの事」も比例して増えます。今は、面倒くさいとは思

っても自分で納得する答えを導けるように思考を巡らし、少しだけ体も動かして解決して

いるではないか。という自負と、完全に認知症が訪れたら覚えてはいないと開き直ること

にして、次のリレーエッセイの方を紹介します。 

磯釣りや去年のエリッククラプトンの公演も一緒に行き、私の初回バトンを受けてくれ

た海里マリン病院の土居さんにと考えましたが、昨年の中四国医療放射線技術フォーラム

でも協力してくれたお礼にルアーを贈った賛助会員である島津メディカルシステムズの水

野さんに頼みました。休日には、釣りやゴルフ、高知の自然を楽しんでいるのかスマホ写

真を時々見せてくれます。 

それでは、島津メディカルシステムズ高知営業所の水野勝洋さんへバトンタッチ。 
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総務報告（令和２年６月３０日現在） 

１．高知県の会員数     １９９名 

２．令和２年度会費納入者  １０５名 

       賛助会員     ５社 

３．令和元年度会費納入者    ２名 

４．令和２年度新入会員数    ２名 

 （今月の新入会）       ０名 

５．令和２年度再入会員数    ０名 

（今月の再入会）       ０名 

６．令和２年度退会者数     ５名 

 （今月の退会者）       ４名 

７．令和２年度転出者数     ０名 

８．令和２年度転入者数     １名 

９．今月の会員異動  

    なし 

 

(文責編集広報) 


