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副会長 松村 高宏 

 

夏が過ぎ、心地よい季節となりました。と書きたいところですが、ま

だまだ暑い日が続く日々です。会員の皆様、いかがお過ごしでしょう

か？ 

 

会員の皆様、『セグメント法』という言葉知っていますか？ 

２年前の巻頭言にも書きましたが、緊急時スクリーニングサーベイに

おいて、３分という時間で１人をサーベイすることが決められていまし

たが、サーベイをする仕方については、全く決まっていませんでした。

この状況では、サーベイヤー個々がいろいろなやり方で行う為、測定に

ばらつきがありました。確か、２年前のこの巻頭言にも書きましたが、

スクリーニング作業は結構辛いものです。その中で、私たちのＮＡＳチ

ームが考案したスクリーニングサーベイの手法が『セグメント法』です。 

 

今年、９月２０日から２２日に行われた島根で行われた日本診療放射線技師学術大会において、横須

賀三浦放射線技師会の NAS チームで考案したセグメント法が、日本放射線会の全国標準スクリーニング

法として認定されました。 

一昨年、青森で行われた日本診療放射線技師学術大会で、大石理事が発表し、優秀賞を頂き、去年は、

愛知で教育講演として実技＆講演、そして、今年、田島理事が島根の大会の災害対策委員会で講演して

きました。今回、これらの活動が評価されたものだと思います。 

 

今後、評価されたことで、私たちは次の段階へ行かなくてはいけないと思います。学術大会、技師会、

勉強会へ赴き、このセグメント法を多くの放射線技師に覚えてもらい、さらに実践できるようにしてい

かないといけないと思います。また、当会においても、毎年恒例の開催となっているスクリーニング講

習会においては、セグメント法を実践できる技師の数を増やしていかなくてはいけません。 

NAS チームの方々も身を引き締めがんばっていってほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻頭言 
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平成２５年度庶務記録 

 

6 月 18 日 ・学術用ノート PC納品 

6 月 29 日 ・平成 25年度関東甲信越放射線技師学術大会 1日目に NAS チームが講師として参加 

6 月 30 日 ・平成 25年度関東甲信越放射線技師学術大会 2日目 

7 月 05 日 ・鈴木沙希氏（横共）が入会 

  ・第２回三役会＆第２回理事会の開催案内をメール配信 

7 月 06 日 ・第 112 回研究会開催（横共講堂）参加人数 54名（会員 49名、賛助会員 5名） 

  ・三部合同納涼会開催参加者 51 名（会員 44名、賛助会員 7名） 

  ・川原真樹氏（横共）、田邉正大氏（うわまち）、市川秀也氏（うわまち）、五十嵐 

大介氏（うわまち）が入会 

7 月 07 日 ・長谷繁氏（衣笠）の結婚披露宴に祝電を打電 

7 月 12 日 ・賛助会員日本メジフィジックスより営業所移転の連絡 

7 月 16 日 ・横浜南部技師会より勉強会＆納涼会の案内受理 

7 月 17 日 ・横浜南部技師会勉強会＆納涼会の案内をメール配信 

7 月 18 日 ・第 2回三役会開催（衣笠） 

7 月 25 日 ・第 2回理事会開催（横共） 

8 月 02 日 ・ＮＡＳチーム納涼会 

8 月 24 日 ・横浜南部技師会納涼会へ羽布津会長、菅原理事が出席 

8 月 29 日 ・第 2回救急センター連絡会議開催（横共） 

8 月 31 日 ・第 5回管理士セミナー（福島）にて濱田理事がＮＡＳチームを代表して参加 

9 月 12 日    ･第 3回三役会＆第 3回理事会の開催案内および BBQ パーティ開催案内をメール配信、 

同ＨＰへの掲載依頼 

9 月 20 日 ・JART 秋季学術大会（島根）災害対策委員会枠にてＮＡＳチームを代表して田島理事(講 

師)、大石理事、相ヶ瀬氏が参加 

9 月 22 日 ・Ｙ２ＭＮ杯開催案内を横浜南部技師会より受理 

9 月 23 日 ・横須賀市医師会災害救護訓練開催案内を受理 

9 月 24 日 ・横須賀市医師会災害救護訓練開催案内、Ｙ２ＭＮ杯開催案内、第 9回スクリーニング講 

習会開催案内をメール配信、同ＨＰへの掲載依頼 

9 月 29 日 ・元神奈川県放射線技師会長新貝友三郎様の訃報を受理 

  ・手島祥吾氏（横共）が退会 

10 月 01 日 ・林陽一朗氏（横共）が入会 

  ・原田成崇氏、所属施設異動（うわまち→横共） 

10 月 06 日 ・福利厚生企画ＢＢＱパーティ開催（うみかぜ公園）参加者 32 名（会員 26 名、家族 5名、 

賛助会員 1名） 

10 月 17 日 ・第 3回三役会開催（衣笠） 

10 月 31 日 ・第 3回理事会開催（横共） 

11 月 03 日 ・JART レントゲン週間開催予定（クイーンズモール） 

11 月 09 日 ・横須賀市医師会災害救護訓練に参加予定 

  ・第 113 回研究会開催予定（横共講堂） 

11 月 16 日 ・第 9回スクリーニング講習会開催予定（横共講堂） 

11 月 28 日 ・第 3回救急センター連絡会議開催予定（横共） 

12 月 07 日 ・ボーリング大会＆忘年会開催予定（場所未定） 

平成 26 年 1 月 16 日 ・第 4回三役会開催予定（衣笠） 

1 月 25 日 ・第 4回理事会＆賀詞交歓会開催予定（衣笠） 

1 月 26 日 ・第 15 回神奈川放射線学術大会開催予定（横浜市開港記念会館） 

2 月 15 日 ・横須賀三浦＆横浜南部合同勉強会開催予定（横共） 

3 月 13 日 ・第 4回救急センター連絡会議開催予定（横共） 

3 月 15 日 ・平成 25年度総会＆懇親会開催予定（横共＆セントラル H） 

＜会員数 153 名 賛助会員 20社＞ 
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学術報告 
 

H25.7.6（土）に横須賀共済病院 5階講堂にて第 112 回研究会を開催しました。参加人数は 54名でした。 

1. 『CTコロノグラフィ検査の機器について』         バイエル薬品株式会社 加藤 鍾一 氏 

バイエル薬品と注入器メーカーであるメドラッドが統合した事により注入器関連も扱うことにな

り、新たに CT コロノグラフィ用炭酸ガス注入器がリリースされました。視認性が良く扱いやすい

タッチパネルになっており使い勝手が良い印象でした。 

 

2. 『癌診療における PET 検査』           日本メジフィジックス株式会社 佐藤 剛志 氏 

PET の検査数の推移や患者数と装置数の関係から横須賀市内にも PET 装置を導入するメリットがあ

ることや、使用する薬品のデリバリー体制・今後の動向など興味深い内容でした。 

 

3. 『ステントアシストによるコイル塞栓術』    横須賀市立うわまち病院 放射線科 井上 賢 氏 

Basilar Top にできた動脈瘤に対するコイル塞栓術のデバイス・アプローチや評価方法について症

例をもとにわかりやすいレクチャーでした。血管撮影認定技師であるプロフェショナルからの症例

検討というスタイルは内容も濃く、今後も企画として確立したいと思いました。 

 

4. 『業務の工夫』                済生会横浜市東部病院 放射線部 松尾 清邦 氏 

～明日から活かせる一般撮影のアイデア～ 

今回の特別講演としての位置づけの企画でした。 

一般撮影に活用できる工夫・アイデアはとても参考になるもので目から鱗とはまさにこのことだと

思いました。さらに業務に対する考え方・撮影時のリスクマネージメント・検像・教育体系の確立 

など幅広い内容であり、深く考えさせられた会員の方も多かったかと思います。 

松尾氏は神奈川県内各地区会の研究会を盛り上げるべく精力的に講演活動を行っており横須賀三浦

地区で折り返し地点だとのことでした。今後のご活躍をお祈りします。 

 

次回は 113 回研究会を H25.11.9(土)に予定しています。 

テーマは『一般撮影におけるワイヤレス FPD の動向と使用経験』として企画中です。 

 

学術 加々美 

組織委員会報告 
 

こんにちは。組織委員の横須賀共済病院の早瀬です。これからの時期は勉強会や市民向けイベントなどが

盛り沢山になってきます。10月以降の神奈川県技師会のイベントの紹介をさせて頂きます。 

1. レントゲン週間イベント 

会場 クイーンズスクウエア横浜 1階 クイーンズサークル 

日時 平成 25年 11 月 3日（日）11 時から 

内容 パネル展示コーナー（トークショウ「放射線のことを勉強しましょう」）、診療放射線技師仕事紹 

介コーナー、CT 画像処理体験コーナー、無料骨密度測定体験コーナー。お近くを通られた際は、 

是非イベントに寄って頂けたらと思います。私もスタッフとしてお手伝いしています。 

 

2. 第 15 回神奈川放射線学術大会 

会場 横浜市開港記念会館 

日時 平成 26年 1月 26 日（日） 

会費 会員登録費 1000 円 

内容 公開講演＆教育講演、技師向けセミナー、市民向けセミナーで行います。技師向けセミナーは、 

若手技師向けの内容を企画しており、積極的に討論ができるような形式を考えています。 

詳細は決まり次第お知らせしますので、楽しみにしていて下さい。 

組織委員 早瀬 
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福利厚生報告 
 

横須賀市立うわまち病院 齋藤千紗 

 平成 25 年 7 月 6 日（土）横須賀

中央 MORES のクンサンソウルにて

三部合同納涼会を開催しました。51

名という多くの方々に参加してい

ただき、楽しい宴となりました。今

年も各施設の新入会員の方からフ

レッシュな挨拶をいただき、これか

らの活躍が期待できる方々の入会

をとてもうれしく思いました。 

 

また、今年は福利厚生秋の企画と

して、バーベキューパーティーを平

成 25年 10 月 6日（日）横須賀市う

みかぜ公園にて開催しました。 

数日前までの天気予報では雨だっ

たため、前日まで開催が危ぶまれて

いましたが、当日の開始時間にはな

んと晴れ、バーベキュー日和になりました。 

 

参加人数は 32名、家族連れで参加してくださった会員の方も何人かいて、アットホームな会になったので

はないかと思います。普段、技師としての顔しか見たことがなかった会員の方の父親としての顔を見ること

も出来、なんだか温かい気持ちになりました。 

 また、今回は柳澤相談役、南共済病院の狩野技師長が差し入れをくださり、とても豪華なバーベキューに

なったと思います。ありがとうござい

ました。 

 

次回は平成 25年 12 月 7日（土）に

毎年恒例のボーリング大会、忘年会を

開催予定です。最近は若い会員の方々

も施設関係なく交流を持つようにな

って来ているので、さらに盛り上がる

会になることを期待しています。 
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第９回放射線災害時のスクリーニング作業の実際について（実践講習会） 
 

 

主催  横須賀三浦原子力災害特別派遣チーム 

神奈川県放射線管理士部会      

(社)神奈川県放射線技師会災害対策委員会 

 

 本年度も標記「実践スクリーニング講習会」を、横須賀三浦原子力災害特別派遣チーム、神奈川県放射線

管理士部会、神奈川県放射線技師会災害対策委員会との共同開催にて、下記により開催致します。今回は原

子力災害時の放射線サーベイヤーにとって必要とされる基礎的な要素を多く取り入れています。特に災害時

のスクリーニングに関して初心者の方の参加をお待ちしております。 

つきましては、御多用な折大変恐縮ですが、多くの診療放射線技師の皆様のご参加をお願い申し上げます。 

 

記 

 

日時：平成２５年１１月１６日（土）１５：００～ 

場所：横須賀共済病院５階講堂      参加費無料   受付開始：１４：３０ 

 

プログラム 

１部：１５：００～１６：３０            司会：井上 晴行（横須賀市保健所） 

    ①『診療放射線技師のための緊急被ばく医療の基礎』 

「ここだけは外せない放射線の基礎」    ＮＡＳチーム 

                          田島 尚人 （横須賀市立市民病院） 

    ②「原子力災害における派遣の現場とは」 

      ～サーベイヤー派遣の現場にて～     神奈川県放射線管理士部会副部会長 

                          吉田 篤史 （川崎市立多摩病院） 

 

 ２部：１６：４０～１８：００ 

    ①『セグメント法実践講習』 

サーベイメータの取り扱い方        戸高 拓朗 （湘南病院） 

 

    ②セグメント法実践演習           井上 晴行 （横須賀市保健所） 

 

以上 

 

※ご注意※ 

上記のプログラムは変更されることがあります。横須賀三浦放射線技師会のホームページ上

(http://ymart.jp/)での記載が最新版となります。ご了承のほどお願い致します。 

メールにて事前申し込み（所属施設名、氏名の記載を必須とさせていただきます）をお願い致します。 

 

締め切り：１１月１１日（月） 

 

申し込み先、問い合わせは、ＮＡＳチーム mail:  

 

NAS チームからのお知らせ 

http://ymart.jp/
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【横須賀共済病院 林陽一朗 

（はやし よういちろう）】 

 お初でございます。9月に横

須賀共済病院に入職しました

林陽一朗と申します。 

「37 歳で医者になった僕」で

はありませんが、相当の回り

道から 34歳のときに診療放射

線技師になりました。 

孤独死に脅え始めている昨今、

次は婚活に余力を…と思いつ

つ、大好きなテニスの部活を優先してしまう自分が

可哀想で笑えます。遅いスタートの分、人生は短い

ですが、生き急ごうと思います。諸々よろしくお願

い致します。 

 

【横須賀共済病院 鈴木沙希（すずき さき）】 

 初めまして。今年度、横

須賀三浦放射線技師会に入

会することになりました、

横須賀共済病院の鈴木沙希

と申します。出身は三浦市

で海と畑に囲まれて育ちま

した。これから多くの経験

を積み重ねて生まれ育った

横三地区に貢献できるよう

努力していきたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。 

 

【横須賀共済病院 川原真樹 

   （かわはら まさき）】 

 初めまして！今年度横須賀

共済病院に入職し、横須賀三

浦地区放射線技師会の一員に

なりました、川原真樹と申し

ます。出身は神奈川県で、北

里大学の卒業です。中学の時

から柔道をしていて、これか

らは違うスポーツにも挑戦し

てみようかなと考えています。一日も早く一人前の

放射線技師として働けるよう、先輩たちの指導の下

知識や技術を身に着けていき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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【横須賀市立うわまち病院 田邉正大 

(たなべ しょうた)】 

 横須賀市立うわまち病院、

新人の田邉正大と申します。

今年度から横須賀三浦放射

線技師会に入会させていた

だきました。来年のワールド

カップを心待ちにしている

北海道出身の元サッカー部

です。まだまだ至らないとこ

ろがとても多く先輩に迷惑

かけてばかりですが、これか

ら勉強会への参加や多くの経験を積み、精進してい

きたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いします。    

 

【横須賀市立うわまち病院 市川 秀也 

（いちかわ ひでや）】 

 茨城県立医療大学を卒業し、

今年の四月より横須賀市立う

わまち病院に就職しました市

川秀也と申します。仕事や勉強

など日々精進していきたいと

思っています。青森出身の田舎

者ですがよろしくお願いしま

す。 

 

 

 

【横須賀市立うわまち病院 五十嵐 大介 

（いがらし だいすけ）】 

 今年度より横須賀市立

うわまち病院で働いてい

る五十嵐大介です。私の出

身地は岩手県で、小学校の

頃からサッカーをやって

いました。身体を動かすこ

とはもちろんスポーツ観

戦することも好きです。仕

事に関しましては、皆さん

に一から教えて頂くこと

ばかりです。これから研究会など積極的に参加して

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

新入会員紹介 

＜＜会員所属施設異動＞＞ 

 原田 成崇氏   横須賀市立うわまち病院 → 横須賀共済病院 
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賛助会員投稿 
横三ラーメン紀行 その二 

 

いつも大変お世話になっております。 

この度、ラーメン紀行ということで、私からは国道 16号沿い、横須賀市役所近くの「らーめん専門店 克

吉」をご紹介させていただきます。 

店の前に 2 台分の駐車スペースが有り、車移動の多い私にはとても助かります。しかし、看板が小さく店

も道路からは奥に入っているので、若干見つけづらいかもしれません。 

店に入ると食券販売機があり、麺の堅さが選べるようにクリップが置いてあります。 

メニューは、 

九州博多豚骨ラーメン 

関東醤油豚骨ラーメン 

鶏パイタンラーメン 等々 

あります。 

私のイチオシは「九州博多豚骨ラー

メン」です。 

昔ながらの博多は長浜の屋台ラー

メンの基本に忠実で、博多豚骨独特の

濃厚な味わいのスープが細麺にしっ

くりとからみ、思わず替玉を頼んでし

まうほどで、かなり癖になります。 

ただし、あっさり好きな方にはおす

すめしません。また、昨今急増中のジ

ロリアンの方には物足りないかもし

れません。 

ですが、飽きのこない昔ながらの博

多豚骨。一度ご賞味あれ。 

 

日本メジフィジックス（株）佐藤剛志 

 

編集長のコーナー 
 

今年の夏はいままでにない酷暑の日々でした。皆様の体調はいかがでし

たか。 

わたしは 9月中旬、昨年同様に被災地を訪れてみました。いまだに進ま

ぬ復興を目の当たりにしながら一本松へ、東日本大震災の津波で大きな被

害を受けた岩手県陸前高田市で、７万本の松のうち流されず１本だけ残っ

た「奇跡の一本松」の保存作業が終わり、完成式典が７月３日に行われま

した。一本松は震災後、希望の象徴として親しまれたが、海水で根が腐り、

レプリカで「復活」しました。一本松の下には献花台が設置され、今後「鎮

魂・希望・復興の象徴」として保存されることになります。また、一方で

は陸に打ち上げられたタンカー（第 18 共徳丸）は 9 月から 2 カ月で解体

され撤去されることになりました。（表紙） 

広報 高橋  
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