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『コロナワクチン体験談』 

 西部地区理事 秋田 和宏 

 

桜も若葉へと生え変わり、早くも昼間は汗ばむほどの気温になりましたが、全国的にコロナの

変異種感染が広がり、いまだ終息しておらずしばらくは注意を払いつつ生活をしていく必要があ

ります。ですが、各県によっては緊急事態宣言も解除となり、少しばかり明るい未来が感じられ

るようになりましたが、会員皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。  

 先日、自分の勤務している病院でもコロナワクチン接種が開始となり、私もワクチンを接種し

ました。メディアではアレルギーのある方は副作用が発生しやすいなどを言っており、正直不安

な面もありました。（重度の花粉症持ちで、毎年春先になると鼻水が滝のようにでます（苦笑） 

ここからは私個人の体験談となりますが、ワクチン接種は筋肉（肩付近）注射でしたのでイン

フルエンザワクチンの皮下注射より痛みはなく、最初は刺針部の違和感が多少あるかなぐらいで

した。しかし、次の日から刺針部の筋肉だけがピンポイントで筋肉痛みたいになり、動かしにく

い思いをしましたが、翌日(接種から 48 時間後)には筋肉痛もなくなり、普段通りに業務ができる

ようになりました。 

 結果として、ワクチンの恩恵を体感できないので何とも言えませんが、やはりワクチン接種を

したという気持ちがあるのか、普段からコロナ疑いの患者の撮影は気を張って行っていたのです

が、多少は気休め程度にはなってくれているので、精神的に楽にはなりました。（もちろん、感染

対策は万全で業務を遂行しています） 

今後も、各病院では感染予防に細心の注意を払い、気を張りながらの業務を行っていくことと

思いますが、くれぐれも感染対策に抜かりが無い様お気をつけください。また、なかなか外に行

くこともできず、気も滅入りがちでしょうが、もう一息だと信じ、踏ん張っていきましょう。ぜ

ひとも今年中には収束しますように。 
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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 令和 2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 3年 6月 13日（日）15時より 
場 所 高知図書館 4階 オーテピアホール 
住 所 高知市追手筋 2丁目 1－1 
 

議      事 

第１号議案  ①2020年度事業報告 

②2020年度決算報告 

第２号議案  2020年度監査報告 

第３号議案  ①2021年度事業計画 

       ②2021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。 

  

□ 総会資料は 4月 26日より本会 HPに掲載します。また、委任状・議決表決書の 

ハガキは 5月上旬に個人宛に郵送します。 

技師会だより 5月号を送付する会員には、委任状・総会資料を同封します。 

 

（提出期限 令和 3年 5月 21 日（金）必着） 
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公 示  

令和 3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 3年・4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〉 

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〉 

30600 見田 秀次（高知大学医学部附属病院）  〈立候補〉 

31906 北川 保浩（島津病院）         〈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〉 

36869 小笠原光孝（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〉 

41659 澤本 和宏（高知医療センター）     〈立候補〉 

45355 足達 麻衣（高知生協病院）       〈立候補〉 

47067 所谷亮太朗（高知大学医学部附属病院）  〈立候補〉 

50013 別役 直彦（いずみの病院）       〈立候補〉 

52475 大川 剛史（大正診療所）        〈立候補〉 

53310 宮城 秀平（ＪＡ高知病院）       〈立候補〉 

62144 萩野 孝弥（国立病院機構高知病院）   〈立候補〉 

62508 林  憲司（近森病院）         〈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〉 

30541 髙橋 宏幸（近森リハビリテーション病院）〈立候補〉 

 

候補者数 19名が定数 20名をこえていないため、 

令和 2年度定時総会に上程し、総会の決議により決定します。 
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会の動き 
令和 2 年度 第 9 回常務理事会 
 

4 月 6 日（火）、総合あんしんセンターにて第 9 回常務理事会を開催した。 

 

  その 203（ 森田 真伍：JA 高知病院 ） 

 

建沼さんからバトンを受け取りました JA 高知病院の森田真伍です。建沼さんには職場

の先輩として、また同じ高知高校出身としていつも良くして頂いています！ 

前回のリレーエッセーで建沼さんから“釣りの師匠”と紹介していただいたのですが、自

分の釣り歴はまだ 7 ヵ月の赤子同然初心者です。技師会の集まりなどで皆さんにご挨拶す

る機会があれば釣りについてご教示ください！ 

最近はコロナの影響で一人で楽しめるソロキャンプや釣りが再注目されています。 

自分も前々から興味はありながらなかなか手を出せずにいたのですが、始めるなら今しか

ないか！？と思い立ち、去年の 9 月に釣りを始めました。今では釣りという沼にどっぷり

とハマって抜け出せる気がしません。基本的にはイカを狙う「エギング」を中心に釣りを

しています。イカのためなら宿毛にまで飛んでいくくらいにエギング好きになっています。

釣りを始めるまで釣りの楽しさは魚を釣り上げることが大部分を占めていると思っていた

のですが、最近はエギングに使うエギという疑似餌の収集に楽しさを感じています。 

エギは布の色や下地の色、ボディーの違うものが何種類も売られています。安いもので

100円からあるのですが、自分のお気に入りのメーカーは 1本約 1000円で販売されていま

す。少し高いので何本も一気に買うことができません。なので、最近は自分へのご褒美と

してエギを 1 本ずつ買っています。「仕事頑張ったな～」と思ったらすぐに Amazon でエギ

を調べてカートに突っ込んでいます。エギ収集が今の自分の原動力の一つになっているの

は間違いないです。コツコツと集めたエギは今 20 本ほどになっています。そのエギを見

ているだけでも胸躍ります。こんなに愛おしいエギたちですが、釣りをするうえで避けら

れないのが根掛りなどでのエギのロストです。最近はエギをロストすることはほとんどな

くなったのですが、釣りを始めた当初はこれでもかとよくなくしていました。エギをひと

つ、またひとつとなくしていくたびに心が折れるような音がした気がします。キャストを

した時に糸からそのままエギだけが吹っ飛んでいったときには悲しさと共に、なんでしっ

かりと糸を結んでおかなかったのか？と自分に対する怒りさえも湧いてきました。そこま

で夢中になっているエギングは春になると産卵で接岸してくる大きなアオリイカが狙うこ

とができます。 
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自分はまだ数匹しか釣り上げたことがないので、自己ベストを大きく更新するサイズの

1.5kgほどを釣り上げたいと思っています！ 

次は高知大学医学部付属病院の佐々木俊一さんにバトンをお渡しします。佐々木さんに

は学生時代に 2 度も病院実習でお世話になっており、放射線技師の大先輩として多くを学

ばせていただきました。同じ東部地区ということもあり、地区会や技師会のイベントなど

でも度々お世話になっています。このリレーエッセーも急なお願いにも関わらず、快諾し

ていただいて感謝してもしきれません！ 

そんな頼れる大先輩、佐々木さんにバトンタッチです！ 

 

 

 

総務報告（令和３年３月３１日現在） 

１．高知県の会員数     １９５名 

２．令和２年度会費納入者  １８５名 

       賛助会員     ７社 

３．令和元年度会費納入者   １０名 

４．令和２年度新入会員数    ３名 

 （今月の新入会）       ０名 

５．令和２年度再入会員数    １名 

（今月の再入会）       ０名 

６．令和２年度退会者数    １３名 

 （今月の退会者）       ０名 

７．令和２年度転出者数     ０名 

８．令和２年度転入者数     ３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) 


