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巻頭言
横須賀三浦放射線技師会
会長 羽布津 嘉宏
会員・賛助会員の皆様、梅雨がまだ明けていない中、真夏日が続きますが、
体調の程いかがでしょうか。私は、数年ぶりに風邪をひき、鼻水と咳に悩まさ
れています。日々忙しい中、くれぐれも体調管理に努めてください。
さて、私、このたびの総会にて会長職をもう一期務めることとなりました。
各担当理事の先生方の顔ぶれも決まり、各部の活動も既に順調に行なわれて
います。
会長になって、皆様の前に立って御挨拶をする事が多くなりましたが、そこ
で昨年あたりからよく、嬉しい事があります。それは、新入会員の各催事への
参加がここのところ増えてきており、顔と名前が一致せず、まるで違う地区で挨拶するかのような感覚になった
ことが何度かありました。これも各施設の技師長の方々や、理事の方々のご協力があっての事だと思っておりま
す。これからも横須賀三浦放射線技師会の益々の発展の為に、御力添えの程よろしくお願い申し上げます。
今期の事業計画は、３点です。
１） 新入会員の各催事への参加率の向上。特に福利厚生を中心に、横須賀三浦放射線技師会恒例の「飲み会」へ
気軽に参加出来るように、会費を特別料金に設定するようにしました。新入会員の皆様、お得ですので奮って
ご参加ください。

２） 近年賛助会員の退会が増加傾向にあります。魅力ある技師会

価値ある技師会

伝統のある技師会として、

入会を促進したいと思っています。
３） 救急医療センターの運営について
救急医療センターは、横須賀市より横須賀市医師会に管理・運営が移管されており、当技師会との委託契約に
基づいて、技師の派遣を行っています。横須賀市医師会と当技師会は、歴代の会長ならびにセンター従事者
のおかげで、たいへん良好な関係を築き上げてきました。この関係をさらに発展・向上させていきたいと思っ
ております。
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総会開催報告
平成２５年度横須賀三浦放射線技師会総会が平成２６年３月１５日（土）１５時より横須賀共済病院５Ｆ講堂に於
いて開催されました。参加者は４６名と盛会でありました。
羽布津会長の挨拶から始まり、続く会員表彰では、長年にわたり当技師会役員として本会運営にご助力い
ただき、特に第 9 代会長就任期間には、本会創立 60 周年記念事業を成功させられました服部祐治相談役へ
の功労表彰がありました。
続いて神奈川県放射線技師会横須賀三浦地区担当理事の山崎尚人様（現県技師会副会長）より来賓祝辞
をいただきました。山崎様より、このたび県技師会の公益法人化にあたっての本会会員の協力と、先日開催
された関東甲信越学術大会への協力への謝辞をいただき、また、ＮＡＳチームのセグメント法について触れら
れ、本会活動に対する益々の期待感を話していただけました。
続く議事では、理事会指名により議長に就任した横須賀共済病院の沼田恭一氏と衣笠病院の長澤春菜氏
の円滑な進行のもと、平成２５年度の本会事業活動報告、会計報告が承認されました。
また、役員改選につきましては平成２６年度選挙管理委員の横須賀共済病院の大藤和男氏と湘南病院の藤
井学氏より立候補者なしの報告がありました。議長から会場へ意見が求められ、服部相談役から、羽布津会
長に続投していただきたいとの意見があり、会場の満場一致の賛同を受け、総会承認を経て羽布津会長の
次期会長継続が決定いたしました。なお、副会長以下監査役、理事役員の任命は羽布津会長に託され、平成２
６年度本会事業計画案および予算案も続いて承認されました。
総会後懇親会は場所を移し、セントラルホテル４Ｆダイヤモンドにて開催され、福利厚生担当理事の小笠原
氏の進行で、小笠原理事の音大在学中の御子息と、そのご友人によるジャズバンドカルテットによる、２年前
のリバイバルとなるショータイムがあり、盛会裏に終了いたしました。参加者は４７名でした。
（平成２５年度庶務担当濱田）

平成２６年度本会会費納入のお願い
拝啓 向夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝の事と存じます。平素より当会への活動にご助力いただ
きましてまことに有難うございます。
つきましては、今年度も本会の主旨にご賛同いただきまして、会費･賛助会費の納入をお願い申し上げます。会
費年額２０００円、賛助会費年額一口２０００円以上任意となっております。
下記銀行口座にお振込みいただくか、直接会計担当者まで納入いただきますようお願い申し上げます。
なお、銀行振り込みの場合は振込後事務局までご一報くだされば幸いです。また、請求書がご入り用の場合
は、お手数ですが会計担当まで御連絡ください。
敬具
横浜銀行 衣笠支店
普 通 １３６４７５０
口座名義 横須賀三浦放射線技師会
Mail : kaikei001@ymart.jp
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26 年度庶務記録
平成 26 年 03 月 15 日

・平成２５年度総会開催（横共、出席者４６名）
・懇親会開催（セントラル H 出席者４７名会員３５名非会員３名賛助会員９名）
平成 26 年 03 月 29 日
・横須賀市救急医療センター・横須賀市医師会館落成式に会長出席
平成 26 年 03 月 31 日
・山田純也氏（管工業健康保険組合健康管理センター）、児玉和夫氏（横須賀共済
病院分院）、桐田丸行氏（平塚共済病院）、田所孝雄氏（久里浜整形外科）、三浦浩
氏（自宅）、佐藤守氏（伊藤診療所）退会処理
・賛助会員ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社退会
平成 26 年 04 月 01 日
・救急センター業務委託契約締結
・横須賀市救急医療センターが新港町に移転オープン
・救急センター技師派遣依頼について発送（横須賀共済、横浜南共済、神奈川み
なみ医療生協、衣笠）
・第１回三役会＆第１回理事会の開催案内をメール配信
・役員委嘱状＆委嘱依頼について発送開始
平成 26 年 04 月 02 日
・役員委嘱状＆委嘱依頼について発送完了
平成 26 年 04 月 05 日
・第１回理事会開催日時場所変更のお知らせをメール配信
・平成２５年度横須賀三浦・横浜南部放射線技師会合同勉強会開催（横共）、参加
者５３名
・横浜南部技師会総会開催案内のお知らせを受理
平成 26 年 04 月 06 日
・横浜南部技師会総会開催案内のお知らせを役員宛メール配信
平成 26 年 04 月 14 日
・自宅会員３氏（齋藤節氏、村松康久氏、石川剛夫氏）へ自宅電話番号調査票を
送付
平成 26 年 04 月 17 日
・第１回三役会開催（衣笠）
平成 26 年 04 月 25 日
・第１回理事会開催（ヴェルクよこすか）
・磯野裕太氏（南共）入会"
平成 26 年 04 月 26 日
・横浜南部技師会総会懇親会へ羽布津会長、松村副会長、宮村監査役、新倉相談
役、千葉相談役、濱田理事が出席
平成 26 年 05 月 15 日
・テルモ株式会社賛助会員入会
平成 26 年 05 月 26 日
・水野直人氏（横共）入会
平成 26 年 06 月 04 日
・広報部よりの依頼に基づき広報紙原稿依頼のメールを送信
平成 26 年 06 月 06 日
・南部技師会副会長狩野氏より、南部合同勉強会の日程 2/14（於・南共）に決定
の連絡あり。
会員数 149 名 賛助会員 19 社
会員各位
会員情報（個人情報）調査ご協力のお願い
横須賀三浦放射線技師会事務局
庶務担当 濱田順爾（横須賀共済病院）
現在、本会事務局の運営の中で、①会員名簿の作成（施設名、施設住所、施設電話番号、会員名のみ表
記）、②緊急時電話連絡網の整備などの作業に取り掛かっております。ここ数年、引越しや職場異動などによ
り電話連絡網にて連絡が繋がらなかったり、広報紙などの郵送物が返却されて来るような状況が発生して
おり、会費を納付いただいておりながらこのような状況になってしまい、大変申し訳なく、また心苦しいとこ
ろであります。
今回、新たに会員情報の調査させていただき、現状を少しでも良いものにしたいと考えております。
お手数ながら、広報紙とともにお届けいたします調査票各項に修正点などご記入いただいた上で、事務
局宛ご返送いただければ幸いです。調査票には、名簿への不掲載などプライベートの意志を尊重するため
の質問事項も併記しております。なお、扱う情報が個人情報という大変デリケートな情報に当たりますので、
当方といたしましても慎重に取り扱うことをお約束させていただきます。趣旨をご理解いただき、何卒ご協
力のほど、よろしくお願いいたします。
４
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横須賀市救急医療センター移設
救急センターの老朽化に伴い、平成 26 年 4 月 1 日から救急医療センターは新たに新港町に移転しました。待合
室や駐車場の拡大、感染対策室として特診室（隔離室）の増設等を行い、機能面を改良したものとなっています。
これは放射線関係においても同様のことが言え、移転前まで使用していた CR 装置から、移転後は PFD を採用し
た DR 装置へと変更されました。
平成 25 年度は内科 886 件、外科 3056 件、小児科 453 件の検査を行いました（表 1 参照）。現在は技師 20 名に
て業務を担当させていただいております。今年度も引き続き放射線業務を通じて、地域医療に貢献していきたい
と考えております。
＜装置構成＞
X 線撮影装置：HITACHI RADNEXT50
コンソール：コニカミノルタ 画像診断ワークステーション CS-7
プリンター：コニカミノルタ DRYPRO MODEL873
＜技師所属施設＞
横須賀共済病院、横浜南共済病院、横須賀市立市民病院、横須賀市立うわまち病院、衣笠病院、三浦診療所、衣笠
診療所、パシフィックホスピタル、湘南病院、済生会南部病院
＜操作室・撮影室内の様子＞

横 須 賀 三 浦 ・ 横 浜 南 部 地 区
合同研究会 報告
平成 26 年 4 月 5 日に横須賀三浦・横浜南部地区合同勉強会を開催しました。
もともとは例年通り 2 月に開催予定でしたが、今年は異例の大雪で交通手段や安全性を考慮した結果、延期の運
びとなり年度を越えて開催することになりました。関係各社にはご迷惑おかけ致しましたこと、この場をおかりし
ましてお詫び申し上げます。
場所：横須賀共済病院 5F 講堂 参加人数：53 名
演題
① MAGNETOM Symphony A Tim System がもたらす恩恵」
横須賀市民病院 加々美 充 氏
② 心臓専用半導体 SPECT 装置使用経験」
横浜南共済病院 長谷川 正美 氏
③ 当センタ-で行っている肺定位照射について」
神奈川県立循環器呼吸器病センター 伊藤 和正 氏
④ 「スクリーニング法の統一」〜セグメント法〜
横須賀三浦放射線技師会 NAS チーム 横須賀市民病院 田島 尚人 氏
テーマは Free で応募した結果、当初は 5 演題集まりましたが延期による演者のスケジュール調整が出来ず 1
演題取り下げとなり 4 演題の発表になりました。MRI の最新撮影技術に始まり、国内で数台しか動いていない最新
SPECT 装置の使用経験、治療分野から患者さんに負担をかけずに肺の定位照射を行う工夫の話、そして実際に福
島県にも派遣された当会の NAS チームから放射線スクリーニング法である「セグメント法」の発表と、今回の研究
会もとても貴重な話を聞くことができました。
また、勉強会の後は、横須賀中央にて懇親会も開催され、こちらも 32 名と多くの方が参加しお酒を酌み交わし
ながら情報交換を行い、大盛況で幕を閉じました。
5
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第１１４回 横須賀三浦放射線
技師会研究会のお知らせ

横須賀三浦放射線技師会

平成 26 年度

三部合同
のお知らせ

日時：平成 26 年 7 月 5 日（土）
15：00〜17：00（受付開始 14：30〜）

暑さが日ごとに増してまいりましたが、いかがお
過ごしでしょうか。
さて、今年もビールのおいしい季節がやってまい
りますよ！
昨年に負けず劣らずの豪華賞品をいろいろ取り
揃えておりますので、皆様のご参加を お待ちして
おります。
なお、今回は新人の方は特別料金とさせていた
だきます。

場所：ヴェルク横須賀 6F 第一会議室

演題：
①「メドラッド CT 用インジェクターStellantMRI
室用生体情報モニターVeris について」
日本メドラッド株式会社
演者未定

日時 ： 7 月 5 日（土）17：30〜
場所 ： 横須賀中央
【くいもの屋わん 横須賀中央】
（横須賀市若松町 2-4 横須賀中央駅前ビル 7F）

②「大腸ＣＴ検査のポイント
‐前処置・腸管拡張‐」
堀井薬品工業株式会社 飯山 雅巳 氏
③「浦賀病院の大腸 CT（CTC）検査の取り組み」
浦賀病院 齋藤 正樹 氏
④「MAGNETOM Skyra は３T の弱点を克服したの
か！？」
横須賀市民病院 加々美

充 氏

当研究会終了後、福利厚生部企画。三部合同納涼
会がありますふるってご参加下さい。
今後とも演題発表など、ご協力のほど宜しくお願
いいたします。
会費 ： 3,000 円 （新人の方は 1,500 円）
申し込み先＆ 〆切：
福利厚生（
）宛、メー
ルにてお申し込みください。
または、下記福利厚生担当まで直接ご連絡
を！
締め切りは 6 月 28 日（土）です。
※当日キャンセル、当日参加はお受けできませんの
でご了承下さい。

横須賀市立市民病院
野上 寿一

福利厚生：湘南病院
横須賀市立市民病院
横須賀市立うわまち病院
センペル逗子クリニック
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す横須賀共済病院 中央放射線
科の菅原といいます。濱田さんに
引きずられながら今期もぼちぼ
ちやっていくと思いますので、み
なさまよろしくお願いします。

副会長の須藤です。
組織の継続には若い力が必要で
す。先輩会員は基より、若い会員
も参加しやすい技師会運営を行
っていきたいと思います。引き続
きご指導よろしくお願いします。

衣笠病院の村雲です
横須賀に来て２０年、理事を担当
することになってから１０年経ちま
した。今期も庶務で活動すること
になりましたのでよろしくお願い
します。

羽布津会長より、指名され、
副会長をさせていただきます
松村です。今年で１５年程役員をさ
せていただいておりますが、まだ
まだ、年齢的に若い方？に入るの
ではないかなと思っています。羽
布津会長の補佐ができるように
頑張っていきたいと思っていま
す。

庶務を担当することになりました
横須賀市立市民病院の
大澤進冴と申します。2 期目とな
りますが、他の理事の皆様の足手
まといにならぬよう職務を全うし
ていきたいと思います。今後とも
よろしくお願い致します。

こんにちは、会計監査役二田勇で
す。仕事は出勤時間は遅く、帰り
が遅くで、会議にはほとんど出席
できないかと思います。羽布津会
長の下経験豊富な理事が揃って
おりますので安心して居ります。
今後ともよろしくお願いします。

今期も会計を担当することになり
ました、横須賀共済病院の
前川です。無理・無駄の無いよう
に務めてまいりたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。

この度、2 度目の監査役の宮村で
す。１年前から整形外科診療所で
頑張っております。３年ぶりの技師
としての復帰でしたが、「撮影」は
体が覚えていてくれたお蔭でブ
ランクは感じませんでしたが、「装
置」が DR だったのには、３年のブ
ランクを感じました。今は仕事（撮
影）を楽しんでやっています。今後
ともよろしくお願い致します。

今期も引き続き会計を担当する
ことになりました衣笠病院の
田中裕樹と申します。また今期も
心強い前川・早川氏とともに会の
運営に尽力していきますので、ど
うぞよろしくお願いします。

引き続き会計理事を任された
早川です。世間は増税に次ぐ増税
で我が家の財政もかつかつです
が、当技師会は赤字を出さない
よう頑張って行きたいと思います
のでよろしくお願いします。

庶務担当、横須賀共済病院の
濱田でございます。そろそろ後進に道を譲ることも考
えなくてはと、日々考えておりま
す。でも、まだ、心の奥底では、自
分が先頭に立って動きたいんだ
よね〜。困ったことに。。。

今回で 4 期目の庶務を担当しま
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救急医療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。新しく救急医療センタ
ーが立ち上がり、円滑な業務のた
め皆さんのお力をお借りしながら
頑張っていきます。宜しくお願い
致します。

新入会員紹介
水野直人
（横須賀共済病院）
はじめまして。この
度横須賀三浦放射
線技師会に入会さ
せ て 頂 く こ とに な
りました、横須賀共
済病院の水野直人
と申します。出身は
岐阜で新潟大学を
卒 業し神奈川 県に
やってきました。冬
の寒さにへこたれ
かけていたので冬
でも穏やかな気候
の横須賀での生活を満喫したいです。皆様から多くの
ことを学ばせて頂きたいと思っておりますのでよろし
くお願いいたします。

横須賀三浦放射線技師会救急医
療会計理事を担当させていただ
いています日景と申します。主な
仕事内容は救急センターで働か
れている診療放射線技師の方々
への給与関係、横須賀市医師会
への人件費やその他必要経費の
請求などです。お金を扱うことが
中心となっておりますので、医師
会や皆様方にご迷惑のかからないよう取り組んでお
ります。今後も宜しくお願いいたします。
前回に引き続き救急医療を担当
させていただきます横浜南共済
病院の玉村です。微力ながら頑張
っていきますのでよろしくお願い
します。

磯野裕太
（横浜南共済病院）
初めまして！横浜
南共済病院で働く
ことになりました
磯野裕太です。
日々努力して 1 日
でも早く素晴らし
い先輩方に追いつ
きたいです。勉強
会にも積極的に参
加していきますの
で、皆様これから
どうぞよろしくお
願い致します。

横須賀共済病院の早瀬卓矢で
す。組織委員は 2 期目になるの
で、前期より当技師会と県技師会
の連絡役としての役割を果たせ
るように精進していきたいと思い
ます。今期もよろしくお願いしま
す。

〜編集長のコーナー〜

今回編集長を担当しました浦賀病院齋藤です。会員の皆様のご協力で無事に No.１１８会報誌を出すことができま
した。この場を借りてお礼申し上げます。さて、会報誌の表紙は編集長が撮影してくることになっていますが、これ
が何の写真か皆様わかるでしょうか？
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答えは・・・灯台です。浦賀にある燈明堂という灯台で
す。歴史は古く江戸時代からこの場所で東京湾を照らして
2014 年 6 月 23 日発行 編集/発行/印刷/製本 広報部
広報担当 齋藤正樹(浦賀病院)、壺川貴子(横須賀共済病院)
いましたが観音崎にある洋式灯台ができて取り壊されまし
久保隆(三浦市立病院)
た。歴史的価値が認められ平成元年に復元、今も東京湾を
照らしています。
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