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私が会長になり３期目、５年が過ぎました。この間にいろいろな出来事があり

ました。宮原・栗田の両元会長が亡くなり、福島元副会長も亡くなりました。実

は私も最近体調を崩して時の過ぎ行く思いを肌で感じている次第です。物事に対

する執着心や闘争心などが極端に薄れてきたのがわかります。最近の技師会も何

か一つ芯が抜けたようではっきりしません。世代交代の時期かなと痛感していま

す。 
抜けた芯の一つとして位置付けて良いのかと思われますのが、被ばく医療問題

です。横須賀市は基地の町です。原子力艦船が頻繁に出入港をしています。東海

村の臨界事故のような原子力災害がいつ起こるとも限りません。そんな中、横須

賀市と市医師会が協力し原子力災害プロジェクトを発会し、当技師会にも協力要

請がありました。現在４名の会員をプロジェクトチームに派遣しております。委

員より今後いろいろな検討内容が報告されると思いますが、どんな時でも我々は

放射線に対するプロ集団でありますので、今後の各種要請等に協力できるような

体制を整えておく必要があります。そのためサーベイメーターの基本的取り扱い

等についての研究会を考えております。皆様のご協力をお願いいたします。 
エックス線発見から１００年、当技師会発会から５０年着実に年月が経ち、我々

の業務も劇的な変化を遂げています。今後の５０年に対する予測は、はっきり言

って見当もつきません。そんな時代を乗り切るためにも、会員のより一層の協力

体制が必要なのではないでしょうか。いつまでも社会から認められている職業で

ありたいと思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 社会から認められている職業 

巻頭言 

会長 新倉 政和 
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趣味というほどではありませんが、最近凝っているものがあります。ナンバープレイスというパ

ズルです。みなさんも、新聞の日曜版や雑誌などで見かけたことがあると思います。 

 パズルといいましても色々ありまして、代表的なのはクロスワードパズルやジグソーパズルです

ね。詰め将棋も一種のパズルかもしれません。また、20年あまり前に発明されたルービックキュー

ブは、立体的なパズルという画期的なものでした。日本中で大流行したので、みなさんも経験され

たのではないでしょうか。私も、挑戦しましたが、あまりの難しさに歯が立ちませんでした。それ

でも、なんだかおもしろくて、朝までカチャカチャやっていたのをおぼえています。もしかすると、

その頃からのパズラーなのかもしれません。 

 なんで私がナンバープレイスにはまったのかというと、ルールが簡単で、しかも結構難しい問題

があることです。また、ちょっとした空き時間でできるのも魅力です。ひまつぶしには最高のパズ

ルです。 

 さて、このページを読んでいるみなさんも、おそらく、ひまつぶしで読んでいるのでしょうから、

ぜひ挑戦してください。 

 ルール 

① タテ 9列、ヨコ 9列のどの列にも 1～9の数字が 1つずつはいる。 

② 太線で囲まれた 3×3の 9マスのどのブロックにも 1～9の数字が 1つずつ入る。 

問題 1                  問題 2 

  9 7        9  8 5     

 8   1  3 2   4 3      7  

 6    3   5    1   2    

  6 2  8   1  1     5 7   

 4      3   2    6    4 

7   9  5 8      6 3     9 

1   4    8      7   6   

 9 8  6   4    8      1 3 

     7 5        9 8  4  

 
解答は載せませんが、ルールの通り数字が入っていれば正解です。 

「ひまつぶし」                                        逗葉地域医療センター 

安 藤 悦 夫 

 寄稿・投稿①  
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三浦市立病院の田中です。先日横須賀市立市民病院の加村技師長にお会いした時、三浦市立病院

の紹介記事を書けと厳命を受けました。よって我が病院の御紹介を致します。 

開設者 三浦市長、住所 三浦市岬陽町 4番 33号、診療科目 内科・神経内科・外科・整形外科・

産婦人科・眼科・小児科・耳鼻咽喉科。病床数一般１３６床結核 14床、病棟 3単位、敷地面積１４

５２１．１３㎡・建物面積７４４６．６６㎡、城ヶ島大橋のちょっと手前の丘にあります。東に東

京湾・西に相模湾・南は城ヶ島をへて太平洋と眺望抜群の地です、こりゃたまりませんわ。 

病院の沿革ですが、昭和 26 年三崎町議会にて三崎町立国民健康病院の開設議決。昭和 27 年 6 月

４日病院開設。昭和３９年４月国民保健三浦市立病院と改称。昭和４２年４月三浦市立病院と改称、

地方公営企業法一部適用。昭和５６年５月１日総合病院の認可（神奈川県指令医整７０号）と改革

脱皮の歴史を歩んだ病院です。 

さて放射線科の御紹介に入ります。まずスタッフは放射線技師５名・検査担当婦長１名・事務担

当者１名で・ＸＴＶ（ＤＳＡ）・ＣＴ（ヘリカル）・一般撮影２系統・Ｔｏｍｏ・ＭＭＧとがんばっ

ています。 

ちょっと技師の横顔を（敬称・呼称・愛称以下略）、 

・ 矢野・おいちゃんと呼びたくなる温顔、検査に秘めた思い入れは冬の三崎の荒波クラス、妥協

は許さない。 

・ 久保・ニヒルでデンジャラスな雰囲気、ところが家族と動物を愛するやさしい人柄、光るのは

その検査理論、本が１冊書ける。 

・ 加藤・全天候型アルコール燃料ロボ、文句はたれるが数十秒後には体が動いている、体育会系

アウトドア派。 

・ 志田・キャピキャピの新人、すなお、オヤジたちはその笑顔に癒されている毎日。 

・ 田中・病棟にポータで行ったとき、患者さんに「私の心臓動いているか？」と聞かれ「大丈夫

立派に動いてる」と答えたら「どうして解る」ときりかえされて自信を無くしている。 

以上同僚たちです、どうぞよろしく。 

病院の建て替え計画が動き始め、１６年度オープン目標に職員一丸となって進みつつあり、病院

案内に曰く「三浦市は海と緑に囲まれた：自然共生：のまちつくりをめざしています。特に海辺の

産業とリゾートを一体とした：海業：は全国の先駆けです。恵まれた環境のなか、私たちは皆様に

最良の医療を提供できる様日々努力をしています」。こんな病院を具現化できることを信じています。 

完成時にまた御紹介させて頂きたいと思います。

 

三浦市立病院  田中 耕策 

- 施設紹介 - 
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去る平成 13 年３月２日、第４１回技師長連絡協議会において平成 13 年の会長

に選出されました。 

 この協議会は平成３年３月、当時横浜市立市民病院技師長の橋本光二先生が中

心になり県内の公立病院で働く技師長同志、親睦をはかり悩みや、情報の交換、

提供、勉強会等を目的に発足し早や 10年の歳月が経過しました。 

 協議会は年４回行われ、前回平成 13年６月の協議会は第４２回を迎えました。 

その間、会長も初代会長 橋本光二先生、第２代会長 氏家盛通先生、第３代会

長 佐々木稔先生と変わり、私が第４代会長となります。 

 その間 数々の勉強会が行われてきましたが、幾つかご紹介させていただきま

すと、 

1. 放射線業務統計について（算出方法の統一化） 

2. 医用画像データーの保管と利用状況 

3. CT,MR 装置の保守点検について 

4. 放射線の安全管理について 

5. 高額医療機器の導入プロセス 

6. 放射線部門のリスクマネージメント等々 

 また、講師をお招きし、21世紀の医療保険制度、保険点数改正の動向、等 

講演会も開催してまいりました。 

 また、年度末の協議会では定年で退官される先生方の送別会を OB会員の元技師

長先生を迎え一緒に長年の勤務に対してお疲れ様でしたと酒をくみ交わし楽しい

一時を過ごしたりもいたします。 

 私は先輩会長達の足元にも及びませんが副会長をはじめ、会員の先生方の助け

を借り、マイペースで頑張ってまいります、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 
神奈川県内市立病院放射線技師長連絡協議会 会長に就任して                                      

 寄稿・投稿②  

横須賀市立市民病院 加村 鐡郎 
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どうも。皆さん。ハジメマシテ m(_ _)m 

 市民病院に就職した畠山です。 

 自分を紹介しろと言われても、 

 よく自分のことが分かって 

 いないのですが・・・ 

 好きなことは食べることです。 

 特に肉が。 

 肉はいいですね～！最高です。 

 一押しは焼き肉。ねぎカルビなんて絶品です。 

 毎日でも食べたいぐらいです。 

 焼き肉ばんざーい、とこんなところです。 

 よろしくお願いします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

・ 井上晴行 

・ 昭和 54年 2月 21日生まれ（22歳）B型 

・ 東京電子専門学校診療放射線科卒業 

・ 平成 12年 5月診療放射線技師免許取得 

・ 横須賀市出身、横須賀市根岸町在住 

 

皆さん初めまして。今年 4月から横須賀市保

健所に新規採用となりました井上と申します。

よろしくお願いいたします。 

私は今回始めて就職しまして、学校での勉強

と実際の現場との違いに少し戸惑いながら一日

でも早く保健所の放射線技師として一人前にな

れるようにがんばっております。 

また横須賀三浦の放射線技師の先輩方にはこ

れから新顔として技師としてお世話になること

があると思います。その時にはご指導等頂けた

らと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新倉 幸子 （にいくら さちこ）  

S51.12.6 射手座 生まれの 24歳です。 

みんなから“さっちゃんと呼ばれています”。 

父が某共済病院、叔父が某技師会会長という血

筋の良さが光っています。卒業当初は某整形外

科に勤務しておりましたが、縁あって当院に就

職しました。本人は給与が下がったと嘆いてお

ります。

横須賀市保健所 

井上 晴行 

横須賀市立市民病院 

畠山 徹                                   

新入会会員紹介 

横須賀市立市民病院 

新倉 幸子 
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 趣味はスノーボードで、冬の週末には毎回滑

りにいっております。知らないコースは無いほ

どです。 

 浜崎あゆみの大ファンです♪ 

 葉山の邸宅にすんでいます。庭が広いので BQ

もキャンプもできるとか？ただし、本人の同意

が必要です。 

 入社当時は表情が硬かったけど、最近はおや

じギャグに慣れてきて笑顔も見られるようにな

りました。責任観は強く与えられた仕事を確実

に手を抜かずにこなしています。ほんとはもっ

ともっと明るいのかもしれません。変な人には

ついていかないように、躾られていたので、初

対面の人とはしゃべりませんし、人前で話すの

は苦手のようです。こんなおとなしい？“さっ

ちゃん”ですが、よろしくお願いします。 

（S.S 筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 21 世紀になりはや半年、衣笠病院もＣＲ、

ＤＲの導入によりアナログからデジタルへ

変革しました。それと同時に期待の新人が

入職しましたので紹介します。 

☆長谷 繁（はせ しげる） 

☆Ｓ52．9．11 生 23才 乙女座 Ａ型 

☆中央医療技術専門学校 卒業 

その後、大和成和病院に 1年間在籍 

☆性格 

年齢のわりに落ち着いていて大人びて見え

る。 

☆趣味 

格闘技観戦、競馬、ボーリング 

☆好きなタイプ 

美人とにかく美人 

☆マイブーム 

仕事帰りにドトールによること。 

 

 こんな彼ですが、今したい事・将来の夢は

格闘技のｋ－1 をＳＲＳ席（３万円）で観戦

することと、ボーリングでアベレージ150（今

は 100 ぐらい）を出すことです。また、なか

なかのハンサムで、あのマリナーズのイチロ

ーにそっくりです。最近カーナビを買ったの

で一緒にドライブしてくれる女性を探して

いるようです。       （Ｔ.Ｋ筆） 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣笠病院 

長谷 繁 
広報担当YMの 

ちょっとご報告．．． 

当院に在籍していた

平田美穂が寿退職と

言うことで、当会を去

ることになりまし

た！ 
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横須賀市立市民病院 放射線科 

 望月 隆男 

 

望月画 

 

横須賀は私の故郷である千葉県館山市に地理的にも近く、地形的にも非常に似ていて親近感を持

っています。横須賀市立市民病院は相模湾に面しており眺望がいいですし、通勤時には車で山々を

抜けて走るのは爽快です。また都心部との距離もあまりないため、恵まれた土地だと思います。 

 勤務してから早くも３ヶ月が経ちましたが、仕事の上では病院の特色もわかってきました。放射

線技師の皆さんや他の職種の方とも支え合って、総合的な診療・治療に役立てればと思っておりま

す。 

 現在の仕事は読影が一日約 30件です。これまでの患者データベースを元に改良を加え、履歴参照

が出来るようなものを作成したので効率化が図れていると思います。また血管造影はすべて一人で

しなくてはならないので限界があると思います。 

 また今年度の大きな事業として放射線治療装置の更新があります。その際には近隣の施設のみな

さまにもお世話になることがあるかと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

放射線科医紹介 

広報担当YMの 

ちょっと、ひとり言．．．① 

今回は現行の集まりも遅く、勉強会＆納涼会のお知らせが間に合うか

心配でした。７月上旬巻頭言がまだ来ない。電話を入れる。会長が休

んでいる。風の噂では、酒もタバコも断ったらしい？「体の様態が悪

く落ち込んでいる」と言う。巻頭言が届くといいな！と多少あせる。 

ある程度の年になって自分らしさを断って自分自身を表現していくの

は大変だと思う。酒を断った会長を想像できる？頑張ってくださいネ 
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被ばく医療対策委員会 第４回理事会報告 

 

 

平成１３年１月２７日 

                        被ばく医療対策委員会 

                        副会長 服部祐治 

 

1.平成１２年１１月１３日  

横須賀市医師会にて災害医療対策特別委員会開催 

横須賀市における原子力核燃料関係の緊急被曝についての問題提起がされた 

緊急被曝対策委員会設立の必要性が検討された 

横須賀市医師会より技師会に対し協力要請があり、会長、副会長にて検討し服部副会長、大石 

福利厚生理事、宮村地区委員、沼田会員を選出 

 

2.平成１２年１２月１１日 

横須賀市医師会、横須賀三浦放射線技師会・横須賀市との連携により被ばく医療対策委員会設立 

金成医師会長より服部、沼田、大石、宮村会員に被ばく対策委員の委嘱状 

被ばく医療対策委員長に横須賀共済病院放射線科部長・藤田安彦先生が選任される 

第１回被ばく医療対策委員会開催 

今後の委員会の動向 

横須賀市被ばく対策のマニュアル作成検討 

横須賀市にて購入の緊急被ばく関係物品配置の検討 

医師会会員への放射線知識に関する講演会の開催 

 

3.平成１３年１月２４日 

放射線知識の学術講演会開催 

１月２０日南部合同研究会にて技師会会員参加のお知らせ 

 

4.平成１３年１月３１日 

第２回被ばく医療対策委員会開催予定 
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被ばく災害派遣チームへ登録のお願い 

                                               

平成１３年６月２０日 

                          横須賀三浦放射線技師会 

                           被ばく医療対策検討会 

 

会員の先生方にはお変わりなくご健勝でお過ごしの事と思います。 

平成１２年度の総会、技師会報でお知らせしたように、横須賀市医師会より当技師会に対し、被

ばく災害時における現地派遣チーム技師登録の協力要請がありました。 

この要請について検討した結果、横須賀地区の災害拠点病院は、現在、横須賀市民病院と横須賀

共済病院の２ヵ所となっておりますが、実際の災害時には２病院の技師数では、対応が不充分であ

ると判断されます。 

 ボランティア活動ではありますが、是非この趣旨をご理解いただき、拠点病院以外の先生方でご

協力頂ける方を募集致したいと思います。 

 登録についての必要事項は、出来るだけ連絡が出来るように、多種の連絡方法をお願い致したく、

氏名・住所・電話（自宅・携帯・勤務先）・メールアドレス・無線コールサイン等の必要事項を用紙

に記入し（特に書式はありません）下記の担当者へお届け下さるか、メールにて必要事項を送付し

てください。 

 尚、今後の活動方針、詳細については随時技師会ホームペジおよび会報などでお知らせ致したい

と思います。 

 

※登録手続き 

登録手続きは災害拠点病院指定の下記へ連絡お願い致します。 

 

横須賀市立市民病院：宮村 

電話：0468-56-3136（内）1516 

 

横須賀共済病院：沼田 大石 

電話：0468-22-2710（内）2310 

 

横須賀三浦放射線技師会ホームページ 

メール：ymbit@internet.email.ne.jp
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平成１３年３月２４日 

開催場所横須賀共済病院５階講堂  

１５：００～１７：００ 

議事経過および結果 

二田庶務担当司会のもと、千葉副会長挨拶なら

びに平成１２年度総会開催宣言し、新倉会長挨

拶、議長北部共済児玉氏、横須賀共済沼田氏両

名の議長により、議事にはいった。 

 

１、 庶務経過報告 二田理事報告 

会員数報告 名誉会員４名 相談役２名 一般

会員１２７名 賛助会員２３社  

会議数 総会１回 理事会４回 三役会１回 緊

急理事会３回（神奈川１万人ウォーク開催に

伴う会議） 

はがき案内・封書案内および郵送回数１４回 

年間庶務連絡事項の報告が有り、一部学術開

催日時の訂正質疑があった 

承認された 

 

２、 学術報告 濱田理事報告 

７月１５日第８６回研究会横須賀共済病院 

５階講堂１５：００～ 

   演題４題４６名参加 

１１月２５日第８７回研究会横須賀共済病院

５階講堂１５：００～ 

  演題５題３７名参加 

１３年１月２０日第１２回南部合同勉強会横

浜南共済講堂１５：００～   夕方大雪 

  演題７題９６名参加（当地区２９名参加 賛助

会員２８名） 

今年度は横須賀地区担当であり協力をお願い

したい。 

承認された 

 

３、 広報報告 柳沢理事報告 

７月№７６号 １１月№７７号 １３年３月№

７８号 ３回発行した 

今後、内容については、総会理事会で協議い

ただき豊富化できる意見をいただきたい。 

１４年度に向け A4版にし読みやすくしたい。 

依頼原稿の集まりが悪いので間に合うようお

願いしたい。 

承認された 

 

４、 福利厚生 狩野理事報告 

６月２５日ゴルフ大会５組１８名参加 千葉

総丘カントリークラブ 

７月１５日三部合同納涼会３９名参加 魚民 

７月３０日つり大会２０名参加  

１２月２日ボーリング大会・忘年会２７名参

加 懇親会２９名参加 

公務員倫理規定等、ありますが会員の皆様に

満足していただけるような企画を計画実行し

たい 

承認された 

 

５、 救急センター 松井理事報告 

会議４回 

1回会議 

理事会で横浜南共済、東氏が救急センター派

遣技師として承認され４月より勤務 

５月２８日松井 三堀２名で線量測定を行っ

た。

平成 12年度 

横須賀三浦放射線技師会総会 

議事録 
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２回会議 １３年度設備予算として、CR、デキ

ビタス用カセッテホルダ、撮影装置更新、オ

ーバーホールの予算申請 

３回会議 年末年始勤務予定表の作成 

４回会議 年末年始反省、何事もなく勤務がで

きた。 

パソコンで集計をやっているが使えない人が

いる、担当理事としてなんとか考える 

年末年始、弁当を持ってきた方がいましたが、

市で用意していました、連絡不十分で申し訳

ございません。 

承認された 

 

６、 YMBIT  高久理事報告 

６月１回会議で現在のホームページの見直し 

新コーナー設立、広報誌活用、メールアドレ

ス帳の作成。 

横三会報（NO77 号）にて、パソコン・インタ

ーネットの意識調査を行った回答は３８名 

第１０回神奈川１万人ウオークにて YMBIT ホ

ームページのポスター出展を行った。 

１２月２回会議アンケート中間報告、ホーム

ページ現状報告 来年度活動方針。 

ホームページ現在アクセス件数１５４２件

（１日平均４件） 

承認された。 

 

 各部報告、活動方針、質疑応答なく無事承認

された 

 

７、 一般会計報告  坂誥理事報告 

平成１２年度一般会計収支報告の次に平成

12年度積立金収支報告があった。 

○会費納入すみやかにお願いいたします 

 

８、救急センター平成 12年度会計報告 

 大藤理事報告  

平成 12 年度救急センターの会計収支報告報

告があった。 

 

９、会計監査報告  鈴木理事報告 

３月９日監査の結果一般会計の中で、一部記

入漏れが見つかり再度３月２４日確認をし、

書類、帳簿、決算再度確認し監査した。 

 

○ 平成 12年度・一般会計報告・                                                                                                                                                                

 

 

【地区委員会】理事会報告  

平成 13年 4月 19日  於:県技師会事務所 

  報告事項 

１．会長報告 

 1-1 横浜市救急医療センター評議員会(3/22) 

 1-2 医療専門職連合会総会(3/24) 

 1-3 横須賀地区技師会総会(3/24) 

 1-4 南関東学術大会企画委員会(3/30) 

 1-5 日放技認定法令過程講習会(4/14,15) 

 1-6 平成 12年度期末監査(4/16) 

 1-7 県公衆衛生協会研究審査結果 

 

2.委員会報告 

 2-1 総務委員会(4/9) 

  新入会員10名 転出会員2名 転入会員1

名 再入会員 1名 退会者 4名     

〔現在〕1496 名 

 

地区委員会報告 

宮村聖也 
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財務 3月分残高試算表に基づき報告 

  会費納入者 33名(約 2,2%) 

 渉外第 4回ＩＴ委員会(4/12) 

  ホームぺージの開設について 

 2-2 編集委員会(4/4) 

  NO，172 号の編集作業 

     発行予定日 平成13年5月1日(火) 

  NO，173 号発行予定日 

 平成 13年 7月 23 日(月) 

    原稿締切日 平成 13年 6月 28日(木) 

 南関東地域放射線技師学術大会 

    参加登録券・懇親会参加券 

・プログラム・抄録集への協力 

    図書の刊行「生活の中の放射線雑学」 

校正作業 

 2-3 保健委員会(4/18) 

  横浜市救急センター報告 

   自動現像機のトラブルについて 

   平成 13年度事業予定 

 2-4 学術委員会（4/4） 

  平成 13年度神奈川県診療放射線技師 

技術講習会の検討 

  平成 13年度南関東地域放射線技師 

学術大会 

 2-5 厚生・社会福祉委員会 

  平成 13年度施設調査、調査票の検討 

  平成 13年度企画「神奈川県女性診療放射線 

技師懇話会」について 

 2-6 その他 

 

3 審議事項 

  3-1 平成 13年度日放技表彰審査結果 

   50年表彰53名、30年表彰 306名 

   岡山学術大会にて表彰(10 月 5～7日) 

 3-2 日放技表彰規定の改正 

  永年勤続表彰 30年表彰…15 年以上会費を 

完納した者 

  永年勤続表彰 50年表彰…50 年以上放射線 

業務に従事した者から 50年に達するまで 

の間、会員として在籍し、会費を完納した者 

 各都道府県よりの推薦内容、書式の統一 

 3-3 日放技入退会に関する規定の改正 

  デ一タ通信の導入、異動報告 

(毎月 5日まで) 

 3-4 平成 12年度期末監査(4/16) 

  藤原会計士出席のもと監査実施 

 3-5 第 70回総会(決算) 

  5 月 26日(土)14 時～17時  

横浜文化体育館平沼レストハウス 

２階会 06議室 

 3-6 平成 13年度日放技総会 

  5 月 25日(金)東京 

 3-7 南関東技師会会長会 

  南関東学術大会に合わせ開催 

 3-8 南関東技師会学術大会 

  第5回実行委員会(3/31) 進歩状況について

報告 

  第 6回実行委員会(5/14) 

 3-9 平成 13年度事業分担 

  平成 13年度事業計画に基づき確認 

 3-10拡大役員会 

  5 月 31日(木)県民センタ…(横浜駅西) 

 3-11その他 

  法令講習会報告 全 4回開催 130 名受講 

  総会運営規定の見直しについて 

  横浜市救急医療センターのドライシステム 

化の提案 
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 【地区委員会】5月理事会報告 

平成 13年 5月 17日  於:県技師会事務所 

  報告事項 

  1 会長報告 

  1-1 専門 3研究会法令講習会(4/23) 

  1-2 原発・放射線事故指定病院視察(4/27) 

  1-3 医療専門職連合会理事会(中止) 

  1-4 南関東学術大会実行委員会(5/15) 

 

 2 委員会報告 

  2-1 総務委員会(5/7) 

  ・新入会員 5名 転出会員 2名 転入会員

1名 退会会員 1名 

  現在 1,449 名 

  ・財務 4月分残高試算表に基づき報告 

  ・渉外第 6回ＩＴ委員会(5/10) 

  ホームページの開設について 

 2-2 編集委員会(5/2) 

  NO.172号の反省 

  NO.173号発行予定日  

平成 13年 7月 23日(月) 

    原稿締切日 平成 13年 6月 28日(木) 

  ・南関東地域放射線技師学術大会への協力 

  ・図書の刊行「生活の中の放射線雑学」 

校正作業 

 2-3 保健委員会 

  ・横浜市救急センター報告 

   フイルム処理システム変更のお願い 

(デジタル・ドライ化) 

 2-4 学術委員会(5/9) 

  ・平成 13年度神奈川県診療放射線技師技術 

 

 

講習会プログラムの検討 

  ・平成 13年度南関東地域放射線技師 

学術大会 

 2-5 厚生・社会福祉委員会(5/10) 

  ・平成 13年度施設調査・健康調査、 

調査票の検討 

 2-6 組織委員会(5/10) 

  ・各地区活動報告 

  ・東部地区地区委員の交替 

渡辺栄一氏(横浜市立港湾病院) 

 

3 審議事項 

 3-1 平成 13年度日放技総会 

  ・神奈川県代議員 7名 

 3-2 第 70回決算総会 

  ・委任状 581 名 出席 38名 更なる出席と

委任状の集約 

 3-3 総会運営規定改正(案) 

  ・総会における書面評決等(第 25条)他 

 3-4 平成 13年度事業分担 

  ・各事業の担当 

 3-5 平成 13年度放射線施設調査(案) 

  ・提案を了承 

 3-6 拡大役員会・学術大会実行委員会 

  5 月 31日(木)次第の確認 

 3-7 南関東技師会会長会 

  ・各県会長及び副会長出席 

 3-8 南関東技師会学術大会 

  ・進歩状況確認 

 3-9 その他 

  選挙管理委員会委員の変更について 

  新任委員 石原義光氏(市民総合医療セン 

ター) 退任委員 太田 威 
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第８８回研究会のお知らせ 

             学術 濱田 

 

期日：2000 年 7月 21 日（土） 

場所：ウェルシティ横須賀 （第一研修室） 

 

演題： 

＜賛助会員発表＞ 

①マルチスライスＣＴの最新技術 

 ＧＥ横河メディカルシステム（株） 

ＣＴ営業部 木村 克美 

②マルチスライス CT の現状と今後の展望につ

いて 

 シーメンス旭メディック（株） 

CT プロダクトグループ 大沢 勇一 

 

 

 

＜教育講演１＞ 

③医療法の改正について 

 横須賀市保健所 阿部 仁（あべひとし） 

＜教育講演２＞ 

④胃・十二指腸潰瘍に影響する「今話題のピロ

リ菌」（尿素呼気試験について） 

 横須賀共済病院中央検査科  

都丸 克浩（とまるかつひろ） 

   

恒例 

三部合同納涼会のお知らせ 

 

期日：2000 年 7月 21 日（土） 

第８８回研究会終了後 

会場：三笠通り「海彦」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報担当YMの 

ちょっと、ひとり言．．．② 

 

横須賀市においても公務員倫理法が具体化された。一定の基準を目安

に是非の判断とするもので、ゴルフ・マージャンは不可、参加可能な

状況が予測されても疑わしいものは事前に届けなければならない。そ

の判断はより安全な側つまり不可となる場合が多い。国会議員等と違

い我々が直面するのは一見些細な問題であるが、本人、職場に与える

影響は非常に大きいのが特徴である。また、収賄とは汚職の中の一つ

にすぎない。職を汚す行為、不信を招く行為をしてはならない。つま

り、正しくとも疑われてはならいのである。 
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YMBIT からのお知らせ 横須賀三浦放射線技師会 

パソコン・インターネット実態調査 

結果発表！ 

 

YMBITで２回にわたり行いました「パソコン・インターネットに関する実態調査」の 

アンケート集計が終わりましたので発表いたします。 

 

回答数：４５件  （回答率 30％） 

横須賀市立市民病院   １３件 

横須賀北部共済病院    ５件 

湘南病院         ４件 

横須賀共済病院      ９件 

浦賀病院         ２件 

横須賀市保健所      ３件 

衣笠病院         ２件 

南共済病院       １件 

神奈川歯科大      １件 

済生会神奈川県病院   １件 

上大岡総合検診センター １件 

東芝小向工場      １件 

日本シェーリング    １件 

カイゲン        １件 

 

質問 自宅にパソコンをお持ちですか？        質問 購入の動機は何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な、なんと93％の方がパソコンをお持ちでした！さすがIT時代！電脳技師会「横須賀三浦」！ 

購入の動機も「仕事に役立てて」なおかつ「インターネットもしてみたい」「興味があった」 

遊びと仕事の両立！理想的ですね。 

 

 

 

 家族と兼
用がある
33%

 持ってい
ない
7%

 自分専
用がある
60%

 インター
ネットをし
てみた
かった
26%

 興味が
あった
33%

 仕事で必
要だった
26%

 仕事に役
立てたい
と思った
15%
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質問 購入してよかったですか？           質問 使用目的はなんですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６割の方が購入後、大いに活用されてます。その使用目的も様々ですね。 

その他の回答として、語学の勉強、ビデオ編集、デジカメ、画像、年賀状の作成がありました。 

 

質問 よくご覧になるインターネットのサイトはどこですか？（複数回答可） 

 

                     インターネットは個人の趣味に利用されている 

ようですね。 

アダルトを見てる！と正直な回答の方に 

拍手です(^_^;) 

 

 

 

 

 

質問 横須賀三浦放射線技師会のホームページにアクセスしたことはありますか？ 

 

ん～インターネットをやられている方の 

半数しか見ていない (ｰｰ;) 

一度見に来てください！ 

役立つ情報満載なんですから！ 

 

 

 

 

 あんまり
使ってい
ない
30%

 家族にと
られた
7%

 大いに活
用してい
る
63%

 ワープロ
21%

 インター
ネット
20%

 その他
5%

 表計算
12%

 データ管
理
14%

 Eメール
19%

 ゲーム
9%

 趣味
50%

 放射線
関係
14%

 アダルト
13%

 その他
9%

 ニュー
ス・新聞
14%

 ある
50%

 ない
50%
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質問 なぜアクセスしないのですか？ 

 

「つまらなそう」．．．そんなことはありません 

その他のご意見としては 

・たまたま 

・今度見てみます、等 

ぜひ、ぜひ..絶対！ 

見に来てくださいね 

 

 

 

パソコンをお持ちでない方に 

質問 なぜお持ちでないのですか？ 質問 教えてくれる人がいればやりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興味がないという方がいなくて安心しました(^o^) 

めんどくさくもお金もかかりません．．．．．ウソです(^_^;) 

ちょっとの時間とお金があれば、パソコン・インターネットの世界に飛び込めます！ 

YMBITがお手伝いいたします！気軽にご相談ください。 

 

質問 YMBIT・技師会ホームページについて、ご意見ご感想をお聞かせください。 

・がんばれー   

・ご苦労様です 

・よくできている 

・たのもしい  

・iモードのページも作って 

・研究会の抄録を載せて 

・重い！サイズを工夫しろ！ 

・顔写真がいいね 

 

ありがとうございます！皆様のご期待に添えるよう努力していきます！ 
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YMBIT からのお知らせ 横須賀三浦放射線技師会 

ホームページ リニューアル OPEN！！ 

デザイン一新！新コーナーもできてますますカッコよく！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・行事がわかる「年間活動予定表」 

・全国ほとんどの技師会と相互リンクでさらに充実の「リンク集」 

・横須賀の観光情報はこれでバッチリ「よこすかわくわく情報」（横須賀市観光課公認） 

・ これはスゴ～イ「会報バックナンバー」 

・ ・なんと！時代の先端！「iモード版」も作っちゃいました！ 

・  

ホームページアドレス 

http://www.ne.jp/asahi/ymart/ymbit/index.html 

メールアドレス 

ymbit@internet.email.ne.jp 

iモード版アドレス 

http://www.ne.jp/asahi/ymart/ymbit/i/index.html 

 

YMBITでは、皆さんに楽しんで利用していただけるホームページをめざしています。        

皆さんからのご意見、ご希望、投稿をお待ちしています！
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 編集後記  
              横須賀市立市民病院   須藤 敏 

                  

「五月雨をあつめて早し最上川」 

 松尾芭蕉が曾良と共に奥州各地を行脚し詠んだ句です。この時期は秋霖とならぶ長雨の季節

です。日本では昔からこの雨を五月雨といっていました。梅雨は中国由来の言葉であり、揚子

江流域で、梅の実が黄色く熟す頃に降る雨なので梅雨といわれたようです。「梅雨」を“つゆ”

と読むようになったのは江戸時代といわれています。芭蕉は梅雨では字足らずだったのでしょ

うか。 

 ７月上旬、静岡県の天竜市で３９．１°を記録しました。今年は太平洋高気圧の勢力が強い

ためか、梅雨がとても暑い気がします、これも地球温暖化の影響でしょうか。小泉首相が訪米

しブッシュ大統領と会談しましたが、アメリカの京都議案書離脱は防げませんでした。これか

ら、夏はもっともっと暑くなるのでしょうか。 

                                        

           広報担当  横須賀市民病院  柳沢 正和 

   須藤  敏 

                           高橋 宏之 

高久 博樹 

                  衣笠病院     神田 真世 
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