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巻頭 言
副会長

松村

高宏

今回、副会長を仰せつかった衣笠病院の
松村です。よろしくお願いします。
だんだん、涼しくなってきて、秋の色が
鮮やかになりつつある今日この頃、会員
の皆様いかがお過ごしでしょうか？
羽布津会長になり、2 期目となりました。私は、技師会の理事
としてかかわるようになって、16 年?!18 年?!何年たつのでしょ
うか？最初は、学術理事から始まり、庶務をお手伝いさせてい
ただきました。今では、副会長をやらせていただいています。
理事をするようになって、他施設の技師と仲良くなり、プライ
ベートでお酒を飲みに行ったり、検査内容を相談したりするぐ
らいになりました。今も、よく会長に電話し、いろいろ教えて
いただき、仕事に役立てています。
新人の会員もいろいろ技師会の行事がありますので、積極的に
参加し、他施設の技師と顔見知りとなり、お酒を飲みに行ける
ようになってください。特に新人の方には、特別料金で参加で
きるようになっています。
きっと、将来ためになることがあります。どんどん参加してく
ださい。
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平成２６年度 庶務経過報告
平成 26 年 06 月 10 日
平成 26 年 06 月 23 日
平成 26 年 06 月 25 日
平成 26 年 07 月 05 日

平成 26 年 07 月 17 日
平成 26 年 07 月 24 日
平成 26 年 07 月 25 日
平成 26 年 07 月 29 日
平成 26 年 07 月 31 日
平成 26 年 08 月 23 日
平成 26 年 08 月 29 日
平成 26 年 09 月 27 日
平成 26 年 10 月 16 日
平成 26 年 10 月 30 日
平成 26 年 11 月 08 日

・第 114 回研究会＆三部合同納涼会のご案内をメール配信
・広報紙 No.118 発行
・広報紙 No.118 発送完了
・個人情報調査返送のお願いをメール配信（複数会員所属施設）
・第 114 回研究会開催
・加藤大祐（かとうだいすけ）氏（湘南）、藏谷優伎（くらたにゆうき）氏・
吉田将（よしだすすむ）氏、小川大地（おがわだいち）氏、
伊藤晃（いとうあきら）氏、安原滉太（やすはらこうた）氏（うわまち）が入会
・三部合同納涼会開催
・第 2 回三役会開催（衣笠）
・第 1 回救急センター連絡会議開催（ヴェルクよこすか）
・富士製薬工業株式会社賛助会員入会
・南部地区納涼会開催案内をメールにて受理
・第 2 回理事会開催（ヴェルクよこすか）
・会員関口敬雄氏（南共）退会
・南部地区納涼会に松村副会長、千葉相談役が出席
・ケアストリームヘルス株式会社賛助会員入会
・第 42 回横三 MRI 技術研究会開催（市民）
・第 3 回三役会開催（衣笠）
・第 3 回理事会開催予定（横共）
・第 10 回スクリーンニング講習会開催予定（横共）
・横須賀市医師会平成 26 年度災害救護訓練に加々美理事、山本会員（湘南）が参

加
平成 26 年 11 月 15 日
平成 26 年 11 月 22 日
平成 26 年 11 月 27 日
平成 26 年 12 月 06 日
平成 27 年 01 月 15 日
平成 27 年 01 月 24 日
平成 27 年 02 月 14 日
平成 27 年 02 月 26 日
平成 27 年 03 月 14 日

予定
・横三らせん CT 研究会開催予定（ｾﾝﾄﾗﾙ H）
・学術企画第 115 回研究会開催予定（ｳﾞｪﾙｸよこすか）
・第 2 回救急センター連絡会議開催予定（ヴェルクよこすか）
・福利厚生企画ボーリング大会＆忘年会開催予定
・第 4 回三役会開催予定（衣笠）
・第 4 回理事会＆賀詞交歓会開催予定（産業交流プラザ）
・横須賀三浦地区横浜南部地区合同勉強会開催予定（南共）
・第 3 回救急センター連絡会議開催（未定）
・平成 26 年度横須賀三浦放射線技師会総会開催予定（横共＆セントラル H）
会員数 154 名 賛助会員 21 社

会員個人情報調査の結果報告
先般実施させていただきました会員個人情報調査にご協力いただきまして誠にありがとうございました。
結果は、会員 154 名中 146 名分（回収率 95％）回収できました。なお、用意いたしました設問の回答は、会
員名簿不掲載希望が 24 名（16％）
、広報紙不掲載希望が 20 名（13％）、緊急時連絡網不掲載希望が 24 名（16%）
という結果でした。
広報紙に関しては、今後原稿の投稿依頼時にご本人の意思を確認することになります。緊急時連絡網は基
本的に施設単位となりますので実質不都合の生じる数名の個人会員に対し早急に連絡網から削除いたしまし
た。さらにこの集計結果を受けまして、現在理事会では、会員名簿の作成を今後行わない方向での審議を継
続中です。
庶務：濱田
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学術報告
７月５日(土)15:00〜17:00 にヴェルク横須賀にて第 114 回横須賀三浦放射線技師会研究会を開催しまし
た。
演 題
１．『メドラッド CT 用インジェクターStellant
・MRI 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 吉川 一治 氏
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!?』
横須賀市立市民病院 加々美 充 氏
参加人数は 42 名(会員 36 名、賛助会員 6 名)でした。
ご参加いただきありがとうございました。
第 115 回横須賀三浦放射線技師会研究会は 11 月 22 日(土)にヴェルクよこすかにて開催を予定していま
す。
テーマは『MDL』とし、４演題〜５演題を予定していますので
ぜひ皆様ご参加よろしくお願いいたします。

福利厚生報告
去る、7 月 5 日土曜日、横須賀中央駅
前ビル 7F くいもの屋わんにて、納涼
会を執り行いました。
参加者、会員 38 名、賛助会員 9 名で
した。
今回もたくさんの方に参加していた
だくことが出来、また多くの方に助け
ていただき盛り上がる会になりまし
た。ありがとうございました。
今後の予定としまして、冬のボーリン
グ＆忘年会を予定しております。
冬のほうも些細ではありますが、チャ
レンジを組み込んでいきたいと思っ
ています。
冬も新人特別会費にて行ないますの
で、たくさんの方に来ていただければ
と思います。
今年のボーリング＆忘年会の開催日
は 12 月 6 日。
ボーリングは汐入にありますスポルト横須賀にて、忘年会は横須賀中央にあります『きむらや』にて行
う予定となっております。
福利厚生理事
湘南病院 戸高
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NAS チームからのお知らせ
第１０回放射線災害時のスクリーニング作業の実際について（実践演習会）
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
（公社）神奈川県放射線技師会災害対策委員会
本年度も標記講習会を、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。
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あげます。
今回も原子力災害時の放射線サーベイヤ―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ので、
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。
記

参加費無料

日時：平成２５年１１月８日（土）１５：００〜
場所：横須賀共済病院５階講堂
受付開始：１４：３０
司会：井上 晴行（横須賀市保健所）

プログラム
１部：特別講演
『福島第一原発事故での活動』

１５：００〜１６：００
富士フィルム RI ファーマ㈱元執行役員千葉工場長
現㈱アトックス顧問 広野町除染アドバイザー 岡崎 冨美夫
２部：講演
１６：００〜１６：３０
『原子力災害時の診療放射線技師の役割』
神奈川県放射線管理士部会
医療法人山内龍馬財団 山内病院 後藤 慎一
３部：実践演習
１６：４０〜１８：１０
① 『サーベイメータの使用方法』＆実践演習 NAS チーム 横須賀市立うわまち病院 小林 輝雄
② 『セグメント法について』＆実践演習
NAS チーム 横須賀市立市民病院 田島 尚人
＊上記プログラムは変更されることがありますので、最新の情報は横須賀三浦放射線技師会のホームページ
上（http://ymart.jp/）でご確認ください。申し込みはメールにて（所属施設名、氏名の記載を必須とさせ
ていただきます）お願い致します。締め切りは１１月３日（月）まで。
申込先は NAS チーム（nas.hibaku001@ymart.jp）まで

新役員紹介
広報を担当します三浦市立病院
久保です。紙媒体ではありますが、
情報を発信していきたいと思いま
す。皆さまからの原稿を募集して
います。内容問わず・匿名ペンネ
ーム可です。よろしくお願いしま
す。

広報理事 2 期目を務めさせて頂い
ています、浦賀病院の齋藤です。
会員、賛助会員の皆様にはいつも
ご協力頂きありがとうございま
す。広報誌は皆様の寄稿に依ると
ころが大きいので今後ともよろし
くお願いします。
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今年度より広報を担当させてい
ただくことになりました横須賀
共済病院の壺川です。皆様が広
報誌を通じて多くの情報を得ら
れるよう頑張ります。わからな
いことだらけで皆様にご迷惑を
お掛けすると思いますがよろし
くお願いいたします。

横須賀共済病院の堀と申します。
YMBIT を担当して、早いもので 5 期目
に突入致しました。技師人生の半分近
くを YMBIT に携わってきたと思うと感
慨深いものがあります。今期はホーム
ページに NAS チームの活躍をもう少し
表に出せればと考えております。今後
も皆様に有用な情報を配信していき
ますので、今期もよろしくお願い致し
ます。

被ばく医療を担当します横須賀
共済病 院の大石です 。ついに
我々技師会の「セグメント法」
が JART 標準になりました。みな
さんと共に普及に努めたいと思
います。ご協力の程よろしくお
願いします。

被ばく医療理事になりました、横須賀
市保健所の井上です。NAS チームが推奨
する、セグメント法が皆様のご協力の
もと、徐々に知名度があがり、神奈川
県だけでなく、全国区になろうとして
います。今後もセグメント法の普及に
携わっていきたいと思いますので、よ
ろしくお願い致します。

今年度より、横三技師会の福利
厚生担当理事をさせて頂いてい
る飯島です。以前から理事をし
ている戸高さん、斎藤さん、福
重さんに続いて会員の皆様のお
役に立てるように頑張ります。
好きな言葉は、七転八倒です。
宜しくお願いします。

前期に引き続き学術を担当させてい
ただきます横須賀共済病院の野口奈
津希です。今期は新しいメンバーも加
わり、人数も５名に増えました。皆さ
んがより参加しやすい雰囲気の研究
会を開催していけたらなと思ってい
ます。気になる話題や知りたいこと等
研究会で取り上げて欲しいテーマあ
りましたら学術担当理事までぜひよ
ろしくお願いします。

今期より新たに学術を担当させ
ていただきます横浜南共済病院
の西條です。
不慣れではありますが、みなさ
んが集まっていただける研究会
が開けるよう頑張ります。よろ
しくお願いします。

被ばく医療の担当をさせて頂く
事になりました横須賀市民病院
の田島です。
まだまだ知識不足で、解らない
事も多々あるかと思いますが、
会の活動に少しでも貢献できる
よう頑張っていきたいと思いま
すのでよろしくお願いします。

この度、学術理事担当になりま
した横須賀市立市民病院加々美
充です。3 期目の学術担当とい
う事もあり少しは慣れてきたと
ころでありますので、円滑な研
究会運営・企画立案等出来れば
と思います。会員・賛助会員の
方々に無理なお願いをすること
もあるかと思いますが、その際
はよろしくお願いします。

昨年度に引き続きまして本年度も
学術を担当します、横須賀市民病
院の野上です。学術の担当として
は長い経験があるのですが、いま
だに皆さんの足を引っ張っていま
す。しかし、より実りある研究会
の運営を目標に頑張っていきます
ので、皆様どうぞ本年度もお手柔
らかにお願いいたします。
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ます、湘南病院の戸高です。今期よ
り、前任の小笠原さんの後を継ぎ、
福利厚生のリーダーをさせていただ
くことになりました。自分自身、ま
だまだ若輩者ですので、メンバーや
諸先輩理事のみなさん、会員の皆さ
んのお力をお借りして、会を盛り上
げていきたいと思いますので、皆様
宜しくお願い致します。
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福利厚生理事の福重智也です。
福利厚生理事をやらせていただき
今年で３期目になりました。大分理
事にも慣れることが出来ました。今
期も今までより盛り上がる新しい
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。

新入会員紹介
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いただくこ
とになりました、湘南総合病院の加藤
大祐と申します。まずはこのようにご
挨拶をさせていただく機会を設けて
いただきありがとうございます。日々
の努力を成長の糧と信じ、一日も早く
先輩方に追いつけるように努力して
まいります。まだ右も左もわからない
未熟な私ですが、皆様これからよろし
くお願い致します。

春から横須賀市立うわまち病院に
就職しました、伊藤晃です。専門学
校東洋公衆衛生学院を卒業した新
卒です。生まれも育ちも横須賀で、
この会に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。

お初にお目にかかります。横須賀市立
うわまち病院新人放射線技師の吉田
将（よしだすすむ）です。技師になっ
て早くも半年が過ぎましたが、知識・
技術ともに至らないことがとても多
いので積極的に勉強会に参加するな
ど、ハングリー精神を武器に技術の向
上を測りたいと思っています。この度
うわまち病院の新人は５人と、とても
多いですがこれからよろしくお願い
致します。

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蔵谷優伎と申し
ます。出身は山口県で、昔からスポー
ツが好きで野球、バスケ、キックボク
シング、スノボー等いろいろなスポー
ツをやってきました。放射線技師とし
てまだまだ未熟者ですが、より早く一
人前の放射線技師として貢献できる
ように日々精神していきたいと思っ
ています。

はじめまして。今年度、横須賀三浦放
射線技師会に入会しました、横須賀市
立うわまち病院の小川大地と申しま
す。出身は静岡県の裾野市です。裾野
市は富士山のふもとにあり、気候も良
く、暮らしやすいところです。
まだまだ未熟で先輩たちに助けられ
てばかりですが、早く知識や技術を身
につけ、一人前の技師としてみなさん
と働くことが今の目標です。よろしく
お願いします。

横須賀うわまち病院に今年入社した
安原滉太です。私の今の目標は少しで
も早く先輩方に追いつくことで、技師
としての仕事や技術の面だけでなく
社会人としてもです。
そうなれるように頑張っていきたい
と思いますのでよろしくお願いしま
す。
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賛助会員紹介
大変お世話になっております。富士製薬工業株式会社の辻でございます。
この度は会誌の賛助会員紹介の場を頂戴し、ありがとうございます。
私は入社４年目の 27 歳で昨年 10 月から横須賀・三浦地区を担当してお
ります。弊社は自社工場を富山に構え、CT 造影剤のオプチレイ、オイパ
ロミンを始め、その他 CT・MRI 造影剤を数多く取り揃えております。今
後、もっと多くの先生方にお役に立てるよう活動していきたいと考えて
おります。今後とも宜しくお願い致します。

ケアストリームヘルス株式会社 営業本部 山下正司
弊社は Film/CR/DR などの X 線画像システム、ならびに PACS/RIS などの
医療情報システムを世界 150 カ国以上に展開しております。近年では、
回診車の概念を覆す革新的なコンセプトで開発された移動型 X 線撮影装
置「DRX‑Revolution」や「クラウドデータサービス」も着実に実績を積
み、
「DRX‑Revolution」においては横須賀共済病院様にご導入いただき、
高い評価をいただいております。

テルモ株式会社の水町と申します。
この度は賛助会員の紹介としてスペースを頂きまして、誠にありがとう
ございます。自己紹介ですが、私の生まれは佐賀県佐賀市で、入社して
初めて神奈川に来ました。ドラマを見ることが好きで、今までで一番好
きだった作品は新垣結衣さん・舘ひろしさん主演の「パパとムスメの７
日間」です。最後にはなりますが…これから 11ml、13ml の新規格が発売
しますマグネスコープを何卒宜しくお願い申し上げます。

編集長のコーナー
朝晩は冷え込むことも多くなってまいりましたが、皆様体調はいかがですか。
まもなくハロウィンですね。歳がバレそうですが・・・私が子供の頃はハロウィンがいつなのかも知りませ
んでしたし、聞いたこともありませんでした。もちろん仮装したこともありません。最近はハロウィンが近
づくとカボチャのランタンを飾ったり、仮装してパーティーをしたりと楽しいイベントとして定着してきて
います。ところでハロウィンとはどんな行事かご存知ですか？ハロウィンとは古代ケルト人が起源と考えら
れているお祭りのことで元々は秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事だったそ
うです。ちなみに日本では 1983 年 10 月にキディランド原宿店が販売促進の一環としてハロウィンパレード
を開催したのが始まりだそうです。せっかく日本でも広がってきた行事ですので楽しみたいですね！
広報 壺川
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