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「平成 26 年度本会総会開催 技師法の改正により診療放射線技師の業務拡大」
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巻頭言
会長 羽布津 嘉宏
初夏の風に肌も汗ばむ頃、会員 賛助会員のみなさまにおかれまして
はますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
東日本大震災以後、火山活動や地震が日本だけに限らず、世界的な
規模で多発しているように感じておりますが、皆様はどのように感じて
おりますか？数十年前に読んだ、小松左京原作の「日本沈没」という小
説を思い出しました（当時は、かなり話題になったと思います）。うろ覚え
ですが、だいたいの粗筋は、日本に大地震や火山爆発が頻発し○○プレ
ートが移動し、日本列島が徐々に沈没していき、日本国民は全世界に散
らばり移住をする。というストーリーだったと思います。確か映画にもな
った題材だったと思います。興味のある方は、ネットで調べてください。
面白いと思います。自然災害は、いつ何時起きるか分かりません。普段か
ら職場や自宅でも対応できるように準備することが重要だと思います。
現在の会長職に就いてから、2 期 4 年目を迎えることになりました。会
の運営も副会長や各担当理事の協力と努力で、各行事が順調に行なわ
れております。さらに、嬉しい出来事ですが、近年いろいろな行事に若い新入会員の姿がたいへん多く見られるよ
うになりました。それぞれの行事のはじめに挨拶をするのですが、会場を見渡すとまるで違う地区に来て挨拶し
ているかのような感覚になることが有り、ぜひ新人会員の名前と顔を一致させたいと思っています。
今月 6 月 6 日に東京にて日本診療放射線技師会の定時総会が開催され、出席してきました。 全国より
175 名の代議士が参加し活発な議論が展開されました。そのなかで皆様も、気にしている「業務拡大に伴う
統一講習会」について総会資料をもとに紹介します。
講習会開催の必要性
担当理事 原口 信次
講習会は、法改正に伴う項目すべてをセットにして行います。
理由
日本診療放射線技師会の活動の基軸は診療放射線技師法です。したがって、法改正の対応は最も重要であり、
真摯に対応すべきと考え、業務拡大に伴う知識・技能の習得のための講習はすべて受講していただくこととしま
した。また、このような対応が厚生労働省にも認められているところです。
通常講習会：他の受講（静脈注射、注腸Ｘ検査）実績無しの場合
一日 8 時間で二日間の受講で内容は
①
②
③
④
⑤

法律、倫理に関する知識 1 時間
造影剤の血管内投与 静脈路の抜針及び止血に必要な知識 技術 技能 態度 5 時間
下部消化管検査に関する業務に必要な知識 技能 態度 5 時間
画像誘導放射線治療ＩＧＲＴに関する業務に必要な知識 技能 態度 ４時間
試験 1 時間

以上ですが、当会会員のみなさまも積極的に講習会に出席してください。

2

N0.121 Vol.39-No.1 JUN.2015 横須賀･三浦放射線技師会報

総会開催報告
平成２７年３月１４日（土）１５時よりセントラルホテル５Ｆエメラルドに於いて、平成２
６年度横須賀三浦放射線技師会総会が開催されました。参加者は５３名でした。
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救急
医療担当役員として本会運営にご助力いただきました、三堀光雄会員と男鹿眞幸
会員が功労表彰されました。
続いて神奈川県放射線技師会副会長大内幸敏様より来賓祝辞があり、ご自身
がＮＡＳチームとのかかわりが深いことに触れ、大変喜んでおられました。
続く議事では、理事会指名により議長に就任した湘南病院の加藤大祐氏と横須賀市立市民病院の貴田竜太
氏の円滑な進行のもと、平成２６年度の本会事業活動報告、会計報告が承認され、さらに平成２７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。
最後にその他の事項で保健所の中島氏よりご意見があり、技師法の改正によ
り診療放射線技師の業務拡大がなされ講習会が開催され始めていること、およ
びＮＡＳチームのセグメント法や先の災害派遣において当地区からたくさんの技
師が参加した体験談などを会員へ伝え続けること、この２点について本会が積極
的にかかわってほしいとの要望でありました。これについて会長や担当理事から
は大いに取り入れていく旨回答がありました。期待したいと思います。
今年度は羽布津会長にとって２期４年目に当たります。１年乗り切った後に３期目
はあるのか、または新しい会長に引き継ぐのか、この１年、会員全員が関心を持っ
ていただきたく思います。
総会後懇親会は同じセントラルホテル５Ｆルビーにて開催され、福利厚生担当
理事戸高氏の進行のもと、景品抽選会など大いに盛り上がり、盛会裏に終了いたしました。参加者は賛助会
員含め４９名でした。
（文責：平成２６年度庶務担当濱田）
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H27 年度庶務記録
平成 27 年 03 月 14 日
・平成２６年度総会開催（セントラル H、出席者５３名）
・懇親会開催（セントラル H、出席者４９名、会員３９名、非会員２名、賛助会員８名）
平成 27 年 03 月 17 日
・会員近藤明彦氏（横共）御尊父の訃報連絡を役員宛メール配信
平成 27 年 03 月 18 日
・会員近藤明彦氏（横共） 御尊父の葬儀に会長名で弔電打電
平成 27 年 03 月 31 日
・湘南病院・藤井学氏退会
・横須賀市立うわまち病院小原和史氏退会
・横須賀共済病院・斉藤弘義氏定年退職により退会
・賛助会員キャノンライフケアソリューションズ株式会社が退会
・第１回三役会＆第１回理事会の開催案内をメール配信
平成 27 年 04 月 01 日
・救急センター業務委託契約締結
平成 27 年 04 月 16 日
・第１回三役会開催（衣笠）
平成 27 年 04 月 25 日
・横浜南部地区総会懇親会へ、松村副会長・菅原理事が出席
平成 27 年 04 月 30 日
・第１回理事会開催（横共）
・井上和樹氏、鈴木理沙氏（横浜南）入会
・会員林陽一朗氏（横共）退会
平成 27 年 05 月 12 日
・救急センター業務委託人件費ベースアップによる本会計救急センター事業収入項目の調整会議（横共。
庶務、救急＆会計理事）
平成 27 年 05 月 21 日
・広報よりの依頼者リストに基づき広報紙 121 号への寄稿依頼についてメール配信
平成 27 年 05 月 24 日
・県技師会総会委任状投函ご協力のお願いを会員へメール配信（委任状未着者名簿）
平成 27 年 05 月 27 日
・救急センター業務委託人件費ベースアップによる本会計救急センター事業収入項目の報告会議（ヴェ
ルク。三役、庶務、救急＆会計理事）
平成 27 年 06 月 07 日
・福利厚生企画三部合同納涼会の案内をメール配信
平成 27 年 06 月 09 日
・臨時救急センター連絡会議（ヴェルク、5/27 の内容を報告＆承諾書署名）
平成 27 年 06 月 10 日
・学術企画第１１６回研究会の案内をメール配信
平成 27 年 06 月 26 日
・広報紙第 121 号発行
会員数 152 名 賛助会員 20 社
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会員・賛助会員各位

第１１６回 横須賀三浦放射線技師会 研究会のご案内
日
会
会

時
場
費

記
２０１５年７月４日（土） １５：００〜１７：００
横須賀共済病院 ５Ｆ 講堂
無料

演 題
第 1 部 賛助会員演題（15:10〜16:00）
1．『遠隔画像診断サービスにおける診療放射線技師によるレポート確認』
株式会社ドクターネット 演者未定
2．『一般撮影における線量管理・ケアストリームの取り組み』
ケアストリームヘルス株式会社 岡 知樹 氏
3．『最新 FPD システムと富士フィルム画像処理技術』
富士フィルムメディカル株式会社 酒匂 俊平 氏
<休憩 10 分>
第 2 部 会員演題 （16:10〜16:50）
1．『FPD 搭載デジタルブッキー撮影装置の使用経験』
横須賀共済病院 中央放射線科 壺川 貴子 氏
2．『新棟移転にともなうセミ DR 化〜長尺 FPD の導入〜』
横浜南共済病院 放射線科 西條 美里 氏
＊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。こちらの申込み、お問い合わせは別途
福利厚生部からの納涼会案内をご参照ください。
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)

平成２７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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横須賀三浦放射線技師会 平成 27 年度

のお知らせ
向暑の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、今年もビールがおいしい季節が
やって参りました。
今回もいろいろな豪華賞品を取り揃えておりますので、皆様のご参加お待ちしております。
なお、今年も新人特別料金を継続していきますので、ふるってのご参加をお待ちしております。

日時 ： 平成 27 年 7 月 4 日
17：30〜
場所 ： 三浦の台所 哲
会費 ： 3,000 円 （新人の方は 1.500 円）
〆切 ： 6 月 27 日（土）申し込みは福利厚生（fukuri001@ymart.jp）
または、下記福利厚生理事へご連絡を！

※

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。

・湘南病院
戸高
・横須賀市立うわまち病院

・横須賀市立市民病院
斉藤

・逗子センペルクリニック
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賛助会員ペンリレー①
東芝メディカルシステムズ株式会社
横浜支店
倉谷 真弘

暑さ本番、いよいよ大好きな生ビールの季節がやってまいりました。会員・賛助会員の皆様におかれましては、い
かがお過ごしでしょうか？
この度、ペンリレーの御指名をいただきましたので、この場をお借りして『私のおス
スメ店』を紹介させていただきます。横須賀・三浦地区での、代表的なグルメといえ
ば、海の幸や海軍カレーかと思いますが・・・、今回はあえてパン屋さんを紹介させて
頂きます！三崎駅からバスで 20 分に位置する、『タカラヤ』さんです。映画、『魔女
の宅急便』にでてきそうな、昔ながらの店構えは、地域に根付いた老舗のパン屋さ
んといったイメージを持たせてくれます。そんなお店に並んでいる菓子パンは、と
っても素朴な見た目ですが、クリームたっぷりで、非常に食べ応えがあります！な
かでも、私の一番のおススメは、コッペパンです！このお店では、店員さんがお客さ
んのリクエストに応じて、好きなジャムやバターをその場で塗ってくれます。とても
ユニークなシステムで、私は昔懐かしい給食を思い出させてくれました。他にも、た
くさんの種類のパンがありますので、お近くに寄った際は、皆様も是非、立ち寄って
みて下さい。きっと、何かを思い出させてくれるはずです！
最後になりますが、数多くの会員・賛助会員の皆様には、弊社医療機器を御使用頂きましてありがとうございま
す。改めて、御礼申し上げます。まだまだ、炎暑の毎日ですが、夏負けなどなさらないようお祈り申しあげます。
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新人入会員紹介

編集長のコーナー

はじめまして。今年度から横須賀共済病院で働かせ
て頂いている大嶋光と申します。社会人としても放射
線技師としても新人で、まだ
まだ先輩方には迷惑ばかり
かけてしまっています。出身
は新潟県です。趣味は出か
ける事で、関東に来たばかり
という事もあり、週末になる
度に至る場所に遊びに行っ
ています。この度は、横須賀
三浦放射線技師会に入会さ
せて頂きますので会員の皆
様、何卒宜しくお願いいたし
ます。
横須賀共済病院 大嶋 光

今回編集長を担当させていただきました、浦賀病院
齋藤です。会員、賛助会員の皆様今回もご協力ありが
とうございました。この場を借りてお礼申し上げます。
さて、いつもこのコーナーは編集長の独壇場なの
で好きなことを書いているのですが今回は少し仕事
に関係ある話を。
突然ですが皆さん MRI 好きですか？私見ですがあ
まり好きではない方のほうが多い気がします。CT に比
べてパラメータも多いし、原理も難解だったりそもそ
も放射線使ってないし・・・などなど。
今思い起こすと私が学生のとき実習した施設でも
MRI 室の技師さんは理数系でまじめそうな人が多かっ
たような気がします。
私は MRI を触るようになってから 15 年程経ちますが
未だに理解できていない事が沢山あります。特に原理
は本を読んでも直ぐ忘れてしまう内容が多く、読むた
びに MRI って良くできているなぁと感心しています。
また本の中に面白そうな内容があればとりあえず
試しています。（当院 MRI は古くて殆ど出来ませんが。）
私の中の流行りは T2 強調画像から T1 強調画像を引
いて脂肪抑制の T2 強調画像にならないかなど考えて
います。
そんな私ですが昨年より横須賀三浦ＭＲＩ研究会の
代表世話人になりました。代表といっても皆を引っ張
るようなリーダー気質は持ち合わせていないので何
か皆が面白がる内容の会になれば良いと思っていま
す。個人的には原理を踏まえた実験なんか出来たら嬉
しいのですが・・・。
ただ研究会なので皆さんの意見があってのことだ
と思っています。日々の業務の中で疑問や知りたいこ
とがありましたらお近くの世話人の方にお伝えくださ
い。私のところに届けば明快な答えは出せないまでも
一緒に勉強したいと思います。
年に 2 回研究会を行っているので興味のある方は
是非参加してください。

初めまして。今年から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、井上和樹です。出身大
学は新潟大学で、四月から横浜南共済病院で働いて
おり、一日でも早く戦力となれるように努力しており
ます。
技師会 での講演会や勉
強会を通して、自らの知
識を向上させ、技師とし
て成長したいと考えてい
ます。
横 須賀 三浦 放射 線技師
会の一員として精進して
参りますので、これから
ご指導のほどよろしくお
願いします。

横浜南共済病院 井上 和樹

4 月から横浜南共済病院
の放射線技師として入職し
ました鈴木理沙です。まだま
だ知識不足ではありますが、
勉強させていただきたいと
思います。これからよろしく
お願いします。
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横浜南共済病院 鈴木 理沙
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