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『放射線技師賃金』 

 東部（前）地区理事 楠永 倫也 

 

最初に 6 月総会をもちまして技師会役員を、終えることになりました。 

活動委員から 25 年以上技師会に携わってきて 1 番の利点は、他病院の

方々と知り合いになり情報交換や友人になれたことです。今後役員になり

頑張ってくれる方もしんどい部分ありますが、メリットもたくさんありま

すので頑張って下さい。今後は、東部地区活動を手伝いできたらいいかな

と考えております。 

さて賃金ですが、みなさん満足してますか？満足してる方はほぼいないと

思っております。高知県の放射線技師賃金は、全国的にも底辺でないでし

ょうか？同窓会で賃金話するのが辛いです。 

我が JA グループ全国平均賃金との開きが、初任給約 17000 円 20 年目約

25000 円 35 年目約 30000 円と年々全国平均より開きができ寂しいかぎ

りです。全国でも田舎県といわれる県は、安い賃金で頑張っています。 

今後放射線技師地位が格上げされ、賃金も上がるような法案できたらいい

ですね。 

ほとんどの方々がコロナに関わる業務をしてると思われますがもうす

ぐ、コロナ前と変わらない生活できると信じ日々の業務頑張っていきま

しょう。 
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公 示  

令和元年 6 月 13 日 

公益社団法人高知県診療放射線技師会 

選挙管理委員会委員長 森 亮輔 

 

令和 3・4年度の役員選挙結果について 
令和 2 年度公益社団法人高知県診療放射線技師会通常総会において、 

下記の理事が決定したことを報告する。 

記 

 

25037 巴  昭彦（潮江高橋病院）        

25663 藤田 純二 (いずみの病院)             

26540 中村 伸治（近森病院）          

29538 大野 貴史（高知医療センター）      

30600 見田 秀次（高知大学医学部附属病院）   

31906 北川 保浩（島津病院）          

32411 柳本 禎久（梼原病院）          

34410 板山 和幸（木俵病院）          

36383 岡林 史朗（幡多けんみん病院）      

36869 小笠原光孝（高知赤十字病院）          

37606 佐々木俊一（高知大学医学部附属病院）   

41659 澤本 和宏（高知医療センター）      

45355 足達 麻衣（高知生協病院）        

47067 所谷亮太朗（高知大学医学部附属病院）   

50013 別役 直彦（いずみの病院）        

52475 大川 剛史（大正診療所）         

53310 宮城 秀平（ＪＡ高知病院）        

62144 萩野 孝弥（国立病院機構高知病院）    

62508 林  憲司（近森病院）          

62681 秋田 和宏（須崎くろしお病院）      

 

監   事 

14987 清水 雅明（自 宅）           

30541 髙橋 宏幸（近森リハビリテーション病院） 
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会の動き 
令和 3年度 第 3回常務理事会 
 

6 月 1 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。 

 

令和 2年度総会 オーテピアホール会場報告        髙橋宏幸 
 

2021 年 6 月 13 日日曜日、令和 2 年度高知県診療放射線総会を開催するにあたり、今な

お収束が見えない新型コロナウイルスのため、高知県診療放射線技師会総会は初めて

ZOOM を使用した Web 形式で行われた。 

今回オーテピアホールには 11 名が集まり、ここでの最大課題はフリーWi-Fi を利用し

て、本会所有のノート PC から ZOOM 画面をプロジェクターに映し出せるかという事で

あった。ノート PC の内臓カメラ設定に課題はあったが、外付けのカメラを使用して問題

なく web 会議に参加できた。また、スマートフォンでフリーWi-Fi 接続ができない理事は

SIM のモバイルルータ接続で対応した。そして、電力消費が激しいので USB 電力供給を

しながら直接スマートフォンで Web 参加しても問題はなかった。データ使用量は ZOOM 

を 2 時間 51 分使用して 0.363GB であった。 

今回、初めての試みであり手間取るところあったが、巴会長、ホスト役の伊東副会長、

議長の所谷理事候補の先導とそれに皆が対応できたことにより、これからの会議の様相で

あるとも受け取れる Web 会議は閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
令和 3年度各地区会           
 
令和 3 年度の地区会日程です。 

今回は役員改選期です。活動部長・選挙管理委員・総会運営委員など必要な役職を選任 

願います。 

【地区名】 【開催日時】   【場所】 

西  南(A,B)  未定   決まり次第、地区理事より連絡します 

西  部(C,D)  地区内メール会議（コロナ禍が落ち着いてから参集予定）  

中央西(E,F,G) 地区内メール会議（秋以降コロナ禍が落ち着いてから参集予定） 

中央南(H,I)  地区内メール会議（秋以降コロナ禍が落ち着いてから参集予定） 

中央東(J,K) 7 月 14 日(水)18:30 から  総合あんしんセンター2 階本会事務所 

東  部(L,M) 7 月 16 日(金)18:30 から  JA 高知病院 5F 会議室 
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 その 205（ 八百川 心：高知大学病院 ） 

 

佐々木さんよりバトンを受け取りました高知大学医学部附属病院の八百川心です。 

佐々木さんは職場の先輩で、いつもお世話になっております。この度は高知県放射線技師

会の広報担当になられたそうで、おめでとうございます。これからも頼りにしております。 

さて、ある土曜日、エッセイに何を書こうか悩みながら 1 歳 4 ヶ月になるウチのおチビ

さんの子守をしていたら、奥さんが職場から昼休みで家に帰ってきました。奥さんにエッ

セイの話をしたら、「娘のことでも書けばいいんじゃない？」と言われたので、じゃ、そ

うするかと思い、おチビさんを寝かしつけた後、こうして筆をとっています。 

ウチのおチビさんは、目がクリクリっとしていて、とても可愛いです。よく、周りの人

からは「パパにそっくり」と言われます。最近は顔だちも少々変わってきてますが、生ま

れたばかりの頃は確かに、自分で言うのも何ですが、よく似ていたと思います。パパにそ

っくりで最初の頃は少々心配でしたが、最近のおチビさんを見ているとほんとに可愛い！

それでいてこっちを向いてニコッとされたりするともうたまりません。自慢じゃないです

が、この子は将来きっと美人になります！（親バカ全開ですいません。） 

ニコニコしてばかりだといいのですが、当然そうはいきません。今日もうんちをされた

ので風呂に入れ着替えさせ、ご飯を食べさせるとバラまかれて片づけをし、寝かしつける

のにもワンワン泣かれました。親になって初めてわかる両親の偉大さかな、です。両親も

自分の世話をこのようにしてきて、自分を食べさせるために働いてきたのかと思うと、頭

が上がりません。自分も、この子が生まれてからより一層仕事に身が入るようになり、頑

張って稼がなきゃと思うようになった今日この頃です。 

でもこの子が成人するまであと 20 年かぁ、長いなぁ（汗）。20 年経つと自分は 60 歳で

す。体がもちますように。しかし、その頃には定年はいったい何歳になっているのでしょ

うか。70 歳？いろんな意味でその頃にはもうどうなっているかわかりません。まあ先の

ことばかり考えても仕方がないのは確かで、あと 30 年働けるように、日々体調に気を付

けつつ、これからも一歩一歩研鑽を積んで行くしかない、というところでしょうか。 

そろそろ愛しの娘が昼寝から起きそうなので、最後に少々宣伝をさせていただいて、筆

を置きたいと思います。私が世話人を務めさせていただいております、高知 MRI 技術研

究会、6 月に第１回の会を開催する予定でしたが、コロナ禍のため、延期となっておりま

す。できれば夏から秋になる頃、第 1 回を開催したいと思っております。その際にはまた

お知らせをさせていただきますので、大勢の方のご参加をお願いいたしたく存じます。早

く県内のコロナが下火になることを祈っております。 

次は当院の先輩、見田さんにバトンをお渡しいたします。見田さんは昨年度より広島県

から当院に副技師長として来られ、バリバリの広島弁とともに、その敏腕を振るっていた

だいております。自分としてもそのお姿を拝見し、色々と勉強させていただいております。

今回のリレーエッセイの件も急なお願いにも関わらず快諾していただき、感謝しておりま 

す。それでは、見田秀次さんにバトンタッチ！ 
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 (文責編集広報) 

総務報告（令和 3年 5月 31日現在） 

１．高知県の会員数     195名 

２．令和３年度会費納入者  97名 

       賛助会員     6社 

３．令和２年度会費納入者    4名 

４．令和３年度新入会員数    0名 

 （今月の新入会）       0名 

５．令和３年度再入会員数    0名 

（今月の再入会）       0名 

６．令和３年度退会者数     0名 

 （今月の退会者）       0名 

７．令和３年度転出者数     0名 

８．令和３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  
 


