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あんなに暑かった夏も終わり、食欲の秋になりました。

会員の皆様、どうお過ごしでしょうか？ 

 

ここ、十数年でインターネットの普及が想像以上に発達、

携帯電話も数年前ではメールがやっとできるぐらいの環

境であったのに、去年になってスマートホォンが普及して

きました。そしてデータ通信も早くなっています。 

また、インターネット、メールでの被害件数も年々、増え

てきています。 

 

中学生の子供を持つ親としては、心配なことが 1つあり

ます。それは、ネットいじめです。 

 

私が中学生の時は、もちろん、インターネットというも

の事態ありませんでしたので、いじめがあったとしても、

その学校の中で終わっている感でした。現在は、昔と同じ

ようにいじめというものも存在していますが、学校裏サイトでネットいじめというものがあるそうです。

学校の中では終わらず、日本全国また世界中にネットに挙がったものが、誰もがみられてしまうのです。

実際、学校裏サイトというものがあるかは、私自身見たことがないので分りませんが、嫌がらせのメー

ル、掲示板内容を消していっても、違う場所で書かれてしまうということです。これは、社会的に大き

な問題になっています。 

 

インターネット、現在では、なくてはならないもの、ただ、ネット社会、ネットいじめというもの、

もう一度考えるときなのかなと思います。 

 

横須賀三浦放射線技師会 副会長 松村 高宏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻 頭 言 
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平成 24年 06月 26日・横須賀市医師会より、会長交

代（遠藤千洋）、新役員体制始動の通知受理 

平成 24年 06月 29日・広報紙第１１２号発行 

平成 24年 06月 30日・鈴木太志氏（保健所）退会 

平成 24年 07月 03日・広報紙第 112号発送完了 

平成 24年 07月 07日・第 110回研究会開催（横共） 

・三部合同納涼会開催（竹取御殿） 

・本間暢嘉氏（うわ）より入会申込書受理" 

平成 24 年 07 月 12 日・第 2 回三役会を衣笠病院 2

階講堂にて開催 

・地域放射線技師会連絡協議会。会長欠席。本会か

らは資料のみ提出。 

・濱田理事入院" 

平成 24年 07月 23日・濱田理事退院 

平成 24年 07月 26日・第 2回理事会を横須賀共済病

院管理棟 2階第 4会議室にて開催 

平成 24年 08月 20日・賛助会員㈱エルクコーポレー

ションより 11月からの社名変更（キャノンライフケ

アソリューションズ）の連絡受理 

平成 24年 08月 31日・県技師会 賛助会員・新執行

部懇談会（ホテルキャメロットジャパン）に羽布津

会長が出席 

・県技師会臨時総会委任状提出の協力要請文をメー

ル配信 

平成 24年 09月 07日・県技師会臨時総会（横浜市技

能文化会館）開催。早瀬理事出席。 

平成 24年 10月 01日・ＡＬＯＫＡよりＧＭサーベイ

メータ（ＴＧＳ１４６Ｂ）納品 

平成 24年 10月 13日・長澤春菜氏（衣笠）より入会

申込書受理 

平成 24年 10月 18日・第 3回三役会を衣笠病院管理

棟 2 階講堂にて開催 

平成 24年 10月 21日・ウェルシティ元気アップサン

デー開催。ＮＡＳチームより沼田氏、相ヶ瀬氏が講

演 

平成 24年 10月 25日・第 3回理事会を横須賀共済病

院管理棟 2階第 1会議室にて開催 

平成 24年 11月 10日・横須賀市医師会災害救護訓練

に児玉理事、日景理事、濱田理事、菅原理事、沼田

氏が参加予定 

・第 111回研究会（横共）開催"予定 

平成 24年 12月 01日・ボーリング大会（すぽると）

＆忘年会（場所未定）開催予定 

平成 25年 01月 12日・第 8回スクリーニング講習 

会（横共）開催予定 

平成 25年 01月 17日・第 4回三役会開催予定（衣笠） 

・KART新春情報交換会開催予定" 

 

 

平成 25 年 02 月 23 日・KART ボーリング大会開催予

定 

平成 25 年 03 月 16 日・平成 24年度総会（横共）＆

総会後懇親会（セントラル）開催予定 
 

 

 

 

 

 

湘南病院 戸高 拓朗 

 
去る７月７日七夕でもあ

るこの日に三部合同納涼会

を「横須賀個室物語 竹取御

殿 横須賀中央駅前店」にて、

執り行いました。 

参加人数は会員 37 名、賛

助会員 13 名、計 50 名と我々の代になってから一番

の参加人数となりました。 

確か、若干雨も降っていたかと思います。彦星と織

り姫が会えたかどうかはわかりませんが、我々は多

くの方をお会いし、交流を深めたと思います。 

人数が増えた分、会場探しが難しくなってきて、嬉

しい悩みです。 

これからも皆さんに楽しいでいただける企画を考

えていきたいと思います。 

庶務報告 H24.6.26～H25.3.16 

福利厚生報告Ｈ24.7.7(日) 
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学術理事 代表 加々美 充 

 

H24.7.7（土）に横須賀共済病院 5 階講堂にて第

110 回研究会を開催しました。参加人数は合計 43名

（内賛助会員６名）でした。 

１演題目でメディアトラブルが発生したために急

遽順番変更になりました皆様のご協力のおかげで運

営する事が出来ほっとしています。 

 １演題目は富士 RI ファーマ株式会社の平松広氏

による『骨シンチグラフィの新しい解析方法』でし

た。 

解析ソフトを用いた評価により専門外の臨床医にも

骨シンチが身近になるとのお話でした。 

２演題目は横須賀市立市民病院の田島尚人氏による

『神奈川県―横須賀市 合同原子力防災訓練に参加

して』でした。 

初期被ばく医療機関としての立場から災害発生時の

対応方法に関して、日々の訓練の必要性・重要性を

感じる内容でした。 

田島氏は最近、放射線管理士の試験に合格したとの

事で、今後の NASチームでの活躍が期待されます。 

３演題目はエーディア株式会社の池田貴弘氏によ

る『CTC に用いる自動炭酸ガス送気装置について』

でした。 

今年度から保険適応になった装置に関してわかりや

すく教えていただきました。 

４演題目は横須賀市立うわまち病院の小原和史氏

による『症例別検査の進め方』―どう読んでどこを

観るか考えましょう―でした。 

検査にあたり病気を知る事、検査データから多くの

情報が読み取れる事の重要性をエコーのプロフェッ

ショナルの観点から興味深い症例をからめてのレク

チャーでした。もっとじっくり聞きたいと思ったの

は私だけではないと思います。 

今後また『小原塾』の開催をお願いしようと考えて

いますで皆様お楽しみにして下さい。 

 

 

今後も学術としては演題を募集しています、日々の

成果をお話しいただけると幸いです。内容・ボリュ

ームは問いません。ご連絡お待ちしております。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーリング大会＆忘年会のご案内 
 
日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、

皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

今年も恒例のボーリング大会＆忘年会を下記のとお

りに行いますので、ここにご案内申し上げます。皆様

の多くのご参加をお待ちしています。 

 

 

【ボーリング大会】 

  日時 ： 平成 24年 12月 1日（土）15時集合 

15時 30分スタート 

  場所 ： ブラウンズウィックスポルト横須賀

（横須賀ショッパーズプラザ 6階） 

  会費 ： 1,000円 

 

【忘年会】 

  日時 ： 同日 17時 45分～ 

  場所 ： 後日ホームページに掲載いたします。 

  会費 ： 4,000円 

 

【お申し込み】事務局（ymart001@ymart.jp）または

下記福利厚生理事まで 

  締め切り ： 11月 20日までにお願いします。 

※ 当日キャンセル、当日参加はお受けでき

ませんのでご了承ください。 

 

 福利厚生連絡先   

横浜南共済病院   小笠原（内線 642） 

     湘南病院        戸高 

     横須賀市立市民病院   福重 

     横須賀市立うわまち病院 斉藤 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 術 報 告 福利厚生案内 
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横浜南共済病院の小笠原です。

また今期も福利厚生を担当させ

ていただくことになりました。

毎回同じ企画でつまらないと言

われないように，これからもい

ろいろな企画を考えていきたい

と思っていますので，よろしく

お願い致します。皆様の多くの

ご参加をお待ちしています。 

福利厚生 小笠原 純 
 

福利厚生理事になって、３期

目となりました。最近は参加者

の増加、特に若年層の参加者が

多く会が活気づいてることをひ

しひしと感じています。自分も

まだまだ若手でいたいと思って

おりますが、現実はそう甘くな

さそうです。福利厚生担当とし

て、施設の垣根を越えた交流に

これからも貢献させていただきます。 

福利厚生  戸高 拓朗 

 

前期の途中から福利厚生理事

をやらせていただき今年で 2 期

目に入り、今年は納涼会の司会

もやり、少しずつ理事に慣れて

来ました。今期もより盛り上が

る企画、納涼会・忘年会が行え

るよう頑張って行きますので皆

様どうぞよろしくお願いします。 

福利厚生  福重智也 
 

今期で 4 期目の YMBIT を担当

致します、横須賀共済病院の堀

でございます。さて、昨今スマ

ートフォン・タブレットの普及

はめまぐるしく、当会ホームペ

ージでも対応をしたいと考えて

おります。現在検討・作成中で

すので、温かい目で見守ってい

ただけたら幸いです。今後も会員・賛助会員の皆様

に、有益な情報を更新していきますので、今期もど

うぞ宜しくお願い致します。 
YMBIT  堀 裕明 

 

 

 

前年度に引き続き 3 期目とな

りますが、救急を担当させてい

ただきます、横須賀市立うわま

ち病院の児玉です。技師会およ

び救急センター勤務者の皆さん

のお力をお借りして、これから

も救急センターの運営に少しで

もお役に立てるよう努力したい

と思っております。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

救急医療  児玉 康彦 

 
横須賀市立うわまち病院の

日景武史と申します。今年度よ

り救急会計理事を担当してお

ります。横須賀三浦地区の医療

を支える意味でも重要な位置

を占めている横須賀市救急医

療センター。その業務に少しで

も力になれるようにと思って

おります。微力ではございますが最善を尽くす所存

でございますので 何卒ご指導ご鞭撻のほど宜しく

お願いいたします。 

救急医療  日景 武史 
 

今年度より救急理事で参加し

ている横浜南共済病院の玉村で

す。初めての事ばかりでみなさ

んに御迷惑をかけていることと

思いますが、少しでも役に立て

ればという気持ちで頑張ってい

きますので、どうぞよろしくお

願いします。 

救急医療  玉村 隆行 

 

うわまち病院の齋藤です。今

年度から福利厚生の理事になり

ました。若い世代の技師の方々

にも参加していただけるような

企画を考えたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。 

福利厚生  齋藤 千紗 
 

 三浦市立病院 久保です。広

報担当 2 期目です。広報誌は、

記録としての意味もありますが、

「読み物としても楽しけれ

ば・・」と模索中です。皆様か

らの投稿お待ちしています。 
広 報  久保 隆 

 

新理事紹介 
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今回、被ばく医療担当する事

になりました横須賀市民病院

の田島です。被ばくの知識が少

ないので、これを機に勉強して

知識を増やしていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

被ばく医療  田島 尚人 
 

 

前任の高橋理事より引き継ぎ

ました、組織委員の横須賀共済

病院の早瀬卓矢と申します。今

年度より名称が地区委員から組

織委員に変わりましたのでご留

意下さい。早くも半年が過ぎ、

委員会の度に勉強中ですが、少

しずつ慣れてきました。県技師

会との中継役として、幅広くアンテナを張っていき、

会員の皆様に情報を提供できるように頑張っていき

たいと思っています。皆様には色々とご協力やご迷

惑をおかけしますがよろしくお願いします。 

組織委員  早瀬 卓矢 
 

3 期 5 年目の被ばく医療の理

事になります。今年度から代表

理事になりました。色々と先輩

方に仕事を依頼するようになり、

ご迷惑をお掛けしています。こ

の場をお借りして皆様にお詫び

を申し上げます。今後も NAS チ

ームの発展の為に努力をしてい

きますので、よろしくお願いし

ます。又、NAS チームに興味のある方は、是非お声

かけください。お待ちしています。 

被ばく医療  井上 晴行 

 

今期も引き続き被ばく医療担

当理事を仰せつかりました横須

賀共済病院の大石です。世代交

代として、新に被ばく医療担当

代表になった井上理事にバトン

タッチをしました。NAS チーム

代表として、新理事の田島理事

と共に新代表を皆で盛り上げて

行きたいと思います。全国展開

している｢セグメント法｣で今期もスクリーニング講

習会を催します。是非参加してください。よろしく

お願いします。 

被ばく医療  大石 小太郎 

 

 

 

今期より広報理事として参加

させていただくことになりまし

た、浦賀病院の斉藤です。浦賀

病院は地域で一番小規模の病院

なのでご存知ない方も多いと思

いますが、これを機に皆さんに

覚えていただけたら幸いです。

広報の活動は原稿依頼等、会員の皆さんのご協力な

しでは行えないので今後ともよろしくお願いします。 

広 報  齋藤 正樹 

 

 
 

 

 

 

今年度より横須賀三浦放射線技師会に入会いたし

ました本間暢嘉です。今年、茨城県立医療大学を卒

業し横須賀市立うわまち

病院に就職しました。出

身は秋田県で趣味はドラ

イブです。日々、勉強の

毎日であり積極的に研究

会などへの加をしていこ

うと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

本間暢嘉（ホンマノブ

ヒロ） 

横須賀市立うわまち病院 
 

はじめまして。１０月から衣笠病院で働いている

長澤です。前職は健診でしたので、初めてのことだ

らけで奮闘の毎

日です。地元が

横須賀なので通

勤は非常に楽に

なりました。バ

イクで３分！駅

に出るより近い

です。これから

松村技師長にお

供していろいろ顔を出すと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

長澤春菜（ナガサワ ハルナ） 

衣笠病院 

 

 

 

 

新入会員紹介 
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第第 111111 回回  横横須須賀賀三三浦浦放放射射線線技技師師会会  

研研究究会会ののごご案案内内  

 
爽やかな秋晴れの日が続きますが皆様いかがお過

ごしでしょうか。第 111 回研究会を下記の通り開

催いたします。テーマは『被ばく』です。 

多くの方のご参加をお待ちしております。 

 
日 時 2012 年 11月 10日（土）15：00～17：00 

 

会 場    横須賀共済病院 ５Ｆ 講堂 

 

演 題   

第１部 

1.「X線血管撮影装置の究極の線量低減」 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

黒瀬 武文 氏 

 

２.「当院における心臓カテーテル検査の被ばく線量

の現状」 

～検査種・装置による被ばく線量の違い～ 

横須賀共済病院 中央放射線科 

 野口 奈津希 氏 

<休憩> 

 

第 2 部 

３.「福島第一原発からの放射能汚染について」 

 〈福島県双葉郡広野町及び千葉県山武市の状況〉 

富士 RIファーマ株式会社 

 岡崎 冨美夫 氏 

 

※ご来場の際は公共の交通機関をご利用下さい。 
 

問い合わせ先：横須賀市立市民病院 放射線技術科 

加々美 充 046-856-3136(代表) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ススククリリーーニニンンググ講講習習会会ののごご案案内内  

 
 今年度も以下の日程でスクリーニング講習会を行

う予定です。 

年々NAS チームは、活動の幅を広げ、学術学会など

にも積極的に参加をしています。その成果もあり、

神奈川県内の技師会だけでなく他の都道府県からも

高い評価を頂くようになりました。 

 今回は、放射線カウンセリングの話を中心に、NAS

チームが発案したセグメント法の実践等もあります

ので、皆さん奮ってご参加ください。 

 

     第 8回スクリーニング講習会 

 

日時   平成 25年 1月 12日（土） 

時間   15：00～18：00 

場所   横須賀共済病院 5階 講堂 

 

内容   15：00～16：00 

放射線カウンセリングについて 

（詳細は未定） 

 

16：00～18：00 

実践演習 

（サーベイメータの取り扱い、セグメント法の説明

及び実践など） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報より 
広報では原稿を募集しています。内容は、つぶや

き・旅行記・結婚報告・これってどお？・何か気

になるんですけど等なんでも結構です。また、匿

名・ペンネームでの掲載も可能です。皆様からの

投稿をお待ちしています。      広報担当 
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「セグメント法を国内標準に！（ＪＡＲＴ学術大会参加記）」 

ＮＡＳチーム・横須賀共済病院 菅原保富 

ＪＡＲＴからの要請で、9月 29日、第 28回日本診療放射線技師学術大会の災害対策委員会による講習会に、

ＮＡＳチームからの講師として、横須賀共済病院の大石・相ヶ瀬・菅原の三人で参加してきました。場所は

第８会場（イベントホール）にて 13 時から 17 時までの間に 2 回講演で、スクリーニングの方法の講義と実

習という流れで行いました。もちろんＮＡＳチーム考案のセグメント法の実践演習です。 

会場へ行くまではどのような感じで行えばいいのか分からず不安でしたが、いつものスクリーニング講習

会と同様な感じでやらせてもらったので安心して行うことができました。 

参加者からもよい感想が聞けたので、ＮＡＳチームの活動としても上手くできたのではないかと思います。

今後も全国にセグメント法を普及すべく活動していきたいと思います。 

 

 

 

 

 今回、広報に仲間入りしました横須賀市保健所の高橋です、当初広報理事であったう

ちの鈴木が退職となり、かわりに引き継ぎました。日頃より、皆さんには医療監視など

でご協力していただき、感謝しております。また、広報誌 113 号発行にあたり、原稿の

依頼をこころよく承諾していただきありがとうございました。今後とも皆さんのご協力

をお願いします。 

記録的な暑さが続き、皆さん体調はいかがでしたか？私は 9 月に夏休みを貰い被災地

を訪れてみました。震災直後は横須賀市職員技師４名も応援に駆けつけました。その後、

さまざまなニュースなどの映像を見ましたが実際現地にたつと５階建ての住宅ビルがす

っぽりと津波に覆われているのを目の当たりにし、愕然としました。陸前高田にさしかかった時に「奇跡の

一本松」に出くわしました。大勢の人たちが集まり、７万本の松原からたった１本、津波に耐えた一本、も

はや自立は出来ませんが、復興の象徴として残すそうです。その復元費用、なんと１億５千万円かかるそう

で募金を募っていました。（表紙）奇跡の一本松の解体

作業これからの近い将来起ころう災害に対して家族で

いろいろ話しあってみるのも良いかと思いました。 

広報担当 高橋宏之（保健所） 

N0.113Vol.36-No.2 OCT.2012横須賀三浦放射線技師会会報 

2012年10月26日発行 編集/発行/印刷/製本 広報部 

広報担当 髙橋(横須賀市保健所)、久保(三浦市立病院) 

斎藤(浦賀病院) 

 

会員投稿 

 

編集長のコーナー 
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