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会員および賛助会員の皆様、平成 27 年度総会において、横須賀三浦放射

線技師会会長に就任することになりました、松村高宏と申します。まだ 40

歳代の若輩者ではありますが、歴代会長に負けないよう頑張っていきたい

と思っています。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 振り返れば私が初めて当技師会の理事になったのは、もう 20年ほど前に

なると思います。 

学術から始まり、右も左も分からないまま諸先輩方の指示のもとで動く実

行部隊でした。また、庶務という技師会の中心、運営一般の理事を 14 年前

から 10 年ほどやらせていただきました。その後副会長に任命され、そして

今回の会長という形となりました。またお酒の飲めない会長としては、2

人目となります。  

 

 

 さて、私の経歴はここまでとし、平成 28 年度横須賀三浦放射線技師会の取り組みと 

して以下 3つの柱を基本に実行して行きたいと考えております。 

 

1. 本年度より、横須賀市医師会と当技師会との救急センター業務委託契約を解除することになりま

したが、これまで同様、救急センターに勤務する会員技師の補充、横須賀市医師会主催の災害訓

練協力など、医師会のお手伝いを継続していく。 

 

2. 昨年度より始めました新入会員（新卒者対象）の当技師会主催催事参加費の半額 

  補助について本年度も継続して行う。また、昨年度この制度の対象となった会員または新入会員で

尚且つ学校卒業して 2年目の方まで、半額補助を行う。 

 

3. 最後ですが、ＮＡＳチームが取り組んでいるセグメント法をこれまで以上に 

  全国的に広めて行く。今では当ホームページよりセグメント法マニュアルをダウンロードできるよ

うになっており、全国的に展開しやすくなっています。 

会員の方も賛助会員の方も、是非一度ダウンロードし、閲覧してみてください。 

  

 私のもてる力をすべて発揮してがんばりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

                   

巻頭言 
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総会開催報告 

 平成２７年度横須賀三浦放射線技師会総会が平成

２８年３月１９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４８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役員として本会運営にご助力

いただき、特に本会役員就任期間には、救急医療会

計担当理事としてご活躍された大藤和男氏が功労表

彰されました。 

続いて神奈川県放射線技師会会長の高橋喜美様よ

り来賓祝辞をいただきました。高橋様より、県技師

会が公益法人格を取って３年目を迎え、こらからは

会員の元気がでるような活動を行い、会の組織の強

化を目指していること、日本放射線技師会から業務

拡大に伴う統一講習会を開催していくことを話して

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

横浜南共済病院の中島義人氏と横須賀市立うわまち

病院の石丸雄太氏の円滑な進行のもと、平成２７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２７年度選挙

管理委員の横須賀市立市民病院の長塚純氏と横須賀

共済病院の水野直人氏より立候補者なしの報告があ

りました。平成２４年度より２期４年の間、羽布津

会長が就任されておりましたが、今回の役員改選に

伴いご引退されるというご意思を受け、議長から会

場へ意見が求められました。服部相談役から、松村

副会長が次期会長に適任とのご意見に会場の満場一

致の賛同を受け、総会承認を経て松村副会長が新会

長に就任することに決定いたしました。なお、副会

長以下監査役、理事役員の任命は松村新会長に託さ

れ、平成２８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５

Ｆサファイヤにて開催され、福利厚生担当理事の戸

高氏の進行で、ビンゴ大会などを交え、盛会裏に終

了いたしました。参加者は３９名でした。 

（平成２８年度庶務担当村雲） 

 

 

 

平成２８・２９年度役員一覧 

 

会 長  1 松村高宏(衣笠)  

     

副会長  2 須藤 敏(市民)、濱田順爾(横共)

    

監 査  2 二田 勇(横クリ)、宮村聖也(自

宅) 

 

庶 務  4 村雲俊広(衣笠)、菅原保富(横共)、 

        大澤進冴(市民)、児玉康彦(うわ)  

 

会 計  4   田中裕樹(衣笠)、大島俊直(衣笠)、 

        前川加奈 (横共)、日景武史(うわ)  

 

学 術  5 代表：加々美充(市民) ほか４名 

 

福利厚生 5 代表：福重智也(市民) ほか４名 

 

広 報  3 代表：齋藤正樹(三浦) ほか２名 

 

YMBIT  1 堀 裕明(横共) 

 

被ばく医療 3 代表：井上晴行(保健) ほか２名 

 

組織委員 1 早瀬卓矢(横共) 

 

相談役７ 閑野政則(自宅)、加村鐡郎(自宅)、 

        新倉政和(横クリ)、千葉 一(エデ 

        ン)、柳澤正和(市民)、服部祐治(自 

        宅)羽布津嘉宏(横共) 

 

       

 
                 

平成２８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 
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平成 28 年度庶務記録  

 

平成 28 年 03 月 19 日 ・平成２７年度総会開催（横共、出席者：会員４８名・来賓１名） 

・懇親会開催（セントラル H、出席者５２名、会員３９名、来賓６名、賛助会員７

名） 

平成 28 年 03 月 20 日 ・佐々木暢氏（横共）の結婚披露宴に祝電を打電 

平成 28 年 03 月 31 日 ・森美由紀氏（横共）、野口奈津希氏（横共）、柳原隆氏（横共）、加藤大祐氏（湘

南）石川剛氏（自宅）、川越広範氏（自宅）退会処理 

平成 28 年 04 月 01 日 ・斎藤正樹理事が浦賀から三浦へ異動 

・会員松尾健一氏と会員永塚純氏が市民からうわまちへ異動 

・会員蔵谷優伎氏と会員小川大地氏がうわまちから市民へ異動 

平成 28 年 04 月 07 日 ・新会長就任と事務局移転のお知らせ、第１回三役会開催案内、第１回理事会開

催案内を役員宛メール配信 

平成 28 年 04 月 08 日 ・役員委嘱依頼状を各理事所属長宛に郵送 

・委嘱状、松村新会長就任と事務局移転のお知らせ、第１回三役会開催案内、第

１回理事会開催案内を役員宛郵送 

・松村新会長就任と事務局移転のお知らせを賛助会員および関係団体宛郵送 

・事務局移転完了 

平成 28 年 04 月 14 日 ・第 1回三役会開催（衣笠） 

平成 28 年 04 月 18 日 ・山崎尚人氏（横須賀タワークリニック）より入会原簿受理 

平成 28 年 04 月 23 日 ・横浜南部地区技師会総会懇親会に松村会長と前川理事が出席 

平成 28 年 04 月 27 日 ・長島誠氏（うわまち）より入会原簿受理 

平成 28 年 04 月 28 日 ・第 1回理事会開催（ヴェルク） 

平成 28 年 04 月 29 日 ・木下翔氏（金沢）の結婚披露宴に祝電を打電 

平成 28 年 05 月 06 日 ・山口直樹氏（市民）、小林誠氏（市民）より入会原簿受理 

平成 28 年 05 月 23 日 ・木下翔理事が金沢病院から横須賀共済病院へ異動 

平成 28 年 05 月 27 日 ・平成 27年度神奈川県技師会総会に濱田副会長、早瀬理事、相ケ瀬氏が参加 

平成 28 年 06 月 01 日 ・白坂朱梨氏（横共）、平松園子氏（横共）、清水啓次氏（横共）、坪井可那子氏（横

共）より入会原簿受理 

平成 28 年 06 月 02 日 ・広報よりの依頼者リストに基づき広報紙 124 号への寄稿依頼についてをメール

配信 

平成 28 年 06 月 09 日 ・学術企画第 118 回研究会、福利企画三部合同納涼会の案内をメール配信 

平成 28 年 06 月 13 日 ・第２回三役会＆第２回理事会の開催案内をメール配信 

 

会員数 154 名 賛助会員 20 社 
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平成 27 年度 横須賀三浦・ 

                横浜南部地区合同勉強会報告 

 横須賀市立うわまち病院 

  勝木 雄一 

横浜南共済病院 東棟2階大講堂で平成28年2月

20 日(土曜日)15 時より行われました。 

開催プログラムは次の通りです。 

 

1.『検出器による MLC（ﾏﾙﾁﾘｰﾌｺﾘﾒｰﾀ） 

エラーの比較』 

神奈川県立循環器呼吸器病センター  

三樹 学明 氏 

2.『小児 CT 撮像における被ばく低減の検討』  

横須賀市立うわまち病院  

小川 大地 氏 

3.『高性能マツチファンクション 

X 線測定器「Unfors Xi」の使用経験』 

横浜栄共済病院 

 石井 泰貴 氏 

4.『VHL 病に対する３D-VRFA-TSE を用いた 

slice encode parallel imaging の有用性』 

横須賀市立市民病院 

 加々美 充 氏 

5.『当院における線条体イメージング 

画像再構成の再現性についての検討』  

横須賀共済病院 

 掘 裕明 氏 

参加人数 78 名 と盛況でした。 

 

CT、MRI、治療、線量計測と今回の発表は多岐

に渡り、会場からは、臨床経験からの質問や、

撮影プロトコルでの検討など活発な意見が寄せ

られ、充実した勉強会になったと実感していま

す。 

また、当日は、横浜南共済病院 放射線科見

学会が催されました。見学風景を掲載しました

が、新病棟となった施設は見学者が興味津々と

時間いっぱいまで見学し、清潔感にあふれ整っ

た施設をため息を漏らしながら熱心に見てまわ

りました。 

その後は懇親会も行われ、会場は定員を超え

る参加者でにぎわいました。 

ご参加頂いた皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

第４回公益社団法人神奈川県放射線技師会 

定時総会報告 

組織委員 早瀬 卓矢 

公益社団法人 神奈川県放射線技師会第 4 回定時

総会が平成 28 年 5 月 27 日（金）横浜市技能文化会

館において開催され、平成 28・29 年度役員選任が行

われました。 

１ 総会は高橋喜美会長の挨拶

から始まりました。その中で、

公益社団法人認定 3 年を経過し

て初めての県の立ち入り検査を

無事の終えることができたと報告がありました。 

２ 表彰では「神奈川県の自然放射線マップ」の作

成に協力して頂いた 13 地区の各施設に感謝状の贈

呈が行われました。当技師会も表彰されました。 

総会運営委委員長 高橋直太郎様より有効会員数

1374 名 出席者 47 名、委任状 758 名を合わせ 805

名の出席で、過半数 687 名を満たし、総会成立の報

告がありました。続いて、議長 坂本武晴様、高橋琢

己様が選出されました。議長による厳粛かつスムー

ズな進行で議事が進んで行きました。平成 27年度決

算報告、平成 27年度決算

に対する監査報告は、賛

成多数で可決されました。 

続いて、平成 28年度事業

報告、平成 28 年度予算報

告が行われました。 

３ 平成 28・29 年度理事・

監事選任が行われました。厳

正な投票・開票の結果 15

名の理事立候補者・2名の監

事立候補者が当選いたしま

した。総会閉会直後に開催さ

れました臨時理事会におき

まして、会長・副会長が決定いたしました。会長 大

内幸敏様（写真：左）、副会長 佐藤英俊様（写真：

中）、副会長 田島隆人様（写真：右）から就任の挨

拶がありました。 

3 年間の公益事業で、会誌内容の変化や、生涯活

動の活発化などが行われてきました。これから公益

事業の充実を図る上で、地区技師会・県技師会

（KART）・日本放射線技師会（JART）の連携がより重

要になってくると思います。そして地区技師会の活

動は、公益事業の基盤となり大きな力になると思い

ますので、積極的に技師会の活動に参加してもらえ

たらと思います。また県技師会に対して、「こういう

情報が欲しい」、「こういう企画をして欲しい」など

遠慮せずご意見頂ければと思います。今後ともよろ

しくお願いいたします。  
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第 118 回 横須賀三浦放射線技師会 

              研究会のご案内 

 

恒例の横須賀三浦放射線技師会研究会を下記の

通り開催したします。今回は造影剤の話題を中心と

した内容になっております。3部合同納涼会と合わ

せて多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

日 時  ２０１６年７月 ９日（土）  

１５：００～１７：００ 

  会 場    産業交流プラザ 第１研修室 

  会 費    無料 

 

  演 題  

１．『DVD 上映 Anaphylaxis Program～ヨード 

造影影剤副作用に対応する～』 

富士製薬工業株式会社  

                辻  朋之 氏 

２．『ヨード造影剤の副作用と対策 

（重篤なものを中心に）』 

第一三共株式会社 

     髙野 誠一 氏 

３．『EOB プリモビストの最新情報』 

バイエル薬品株式会社 

     加藤 鍾一 氏 

４．『ガドリニウム造影剤の安全情報』 

ブラッコ・エーザイ株式会社 

    中村 耕二 氏 

<休憩 10 分> 

5.『MRI 造影検査って！？』 

横浜南共済病院 

中島 義人 氏 

6．『 当院での急変時対応について』 

横須賀市立うわまち病院 

     安原 滉太 氏 

 
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) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
横須賀三浦放射線技師会 平成 28 年度 

納涼会のお知らせ 
 

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、今年も冷えたビールがおい

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。 

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 9 日 

  17：30～   

場所 ： 横須賀 串亭 

 会費 ： 3,000 円（新人の方は 1.500 円） 

 

〆切 ： 7 月 2 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。 

 

 

 
 

横須賀市立市民病院 福重   湘南病院 戸高 

横須賀共済 木下  横浜南共済 本田 

横須賀市立うわまち病院 田邊        
 

                      

mailto:fukuri001@ymart.jp
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 新理事紹介 

 

市民病院の須藤ですよろしくお

願いします。 

会員の皆さんが参加しやすい技師

会にしていきます。 

若い会員も増えましたので交流を

深めましょう。 

                 副会長 須藤 

 

今期より副会長に任命されまし

た横須賀共済病院の濱田です。 

技師会での活動は会員の仲間のた

めにこの身を尽くせることが何よ

り私の喜びです。今期は特に松村

会長を最大限にサポートし、会員

のための技師会という原点に戻って日々精進してい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

今回で 3 期目となります監査役

の宮村です。 

今年 4 月に還暦を迎えました。こ

れからは「第二の人生」と前向き

に考えています。 

仕事の関係で会議の欠席が多く申

し訳ない次第です。 

今期も二田監査役と共に微力ながら横須賀三浦放射

線技師会の活動に協力できればと思っております。

よろしくお願い致します。 

 

こんにちは。会計監査役を仰せ

付かりました眞任会横須賀クリニ

ック所属、久里浜クリニック派遣

二田勇です。会計監査役を何期勤

めたか忘れましたが、松村新会長

の下、微力ながら役に立ちたいと

思います。理事会等会議には、終

了時間が定まらず出席出来ませんが、その代わり年

2 回の飲み会は、忘れずに参加したいと思います。

会計監査役宜しくお願いします。 

 

衣笠病院の村雲と申します。 

今年度より技師会事務局として

活動することとなりました。 

技師会運営を妨げないよう努め

てまいりたい思います。 

今後ともよろしくお願い致しま

す。      庶務理事 村雲 

 

 

 

 

庶務担当になりました横須賀共

済病院の菅原と言います。今期は

会長がかわり新体制になりました。

また今まで庶務の頭だった濱田さ

んも副会長に上がってしまい、残

された自分達がうまくやっていけ

るか心配ですが、4人で力を合わせ

頑張って行きたいと思っていますのでよろしくお願

いします。 

 

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。今期で 3 期目となり

ます。他の理事の方々におんぶに

だっこ状態で、ご迷惑かけてばか

りですが、今期もよろしくお願い

いたします。 

 

横須賀市立うわまち病院の児玉

です。昨年まで救急医療担当でし

たが、今期より庶務担当に加えさ

せていただきました。慣れないこ

ともあり皆様にご迷惑をおかけす

ることもあると思いますがよろし

くお願いいたします。 

 

 昨年度に引き続き会計担当に就

任しました、衣笠病院の田中です。

技師会会計を円滑にまた皆さんの

会費で運営されております大事な

運営費を厳しい目でチェックして

いきたいと思います。私事に関し

ては、毎月のお小遣いを貯めて、Amazon の２ページ

にまたぐお気に入りを月日をかけてカートに入れて

おります。中身はカメラレンズやアウトドアグッズ

が大半ですが・・。松村新体制の下、何事もなく任

期を過ごせればいいなぁと。迷惑のかからぬよう理

事はじめ会員様の意見に耳を傾けていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

平素より大変お世話になって

おります。横須賀市立うわまち

病院の日景です。普段は放射線

治療、少年野球のコーチ、山登

りなどに勤しんでおります。横

須賀三浦放射線技師会に入会し

て今年で 10 年目、一度初心に立ち返り頑張っていこ

うと思っております。今後とも変わらぬご指導のほ

ど、よろしくお願い致します。   会計理事 日景 
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今回 会計をやらせてもらう大島

です。 

なにぶん不慣れな事ですので、他の

二人の邪魔にならないように ひっ

そりと頑張りたいと思います。 

 

被ばく医療担当理事の横須賀共済

の大石です。ＮＡＳチームの代表も

やってます。ＪＡＲＴ推奨横三技師

会発信の「セグメント法」の講習会

も今年も開催予定です。是非参加お

願いします。ＮＡＳチームメンバー

も随時募集中です。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。 

皆様のご協力のおかげで、セグメン

ト法が、全国区になり、ＪＡＲＴの

災害対策委員会でも標準のスクリ

ーニング法として、確立されてきま

した。技師会のホームページ上にも、セグメント法

のマニュアル等載せておりますので、ご興味のある

方は、是非ご覧ください。 

被ばく医療の担当をさせて頂くこ

とになりました横須賀市民病院の田

島といいます。 

横須賀で生まれた『セグメント法』

の普及に少しでも貢献できればと思

います。 

よろしくお願いします。 

 新入会員紹介 
今年の 4 月から横須賀市立

市民病院に入職しました山口直

樹と申します。生まれも育ちも

横須賀で大学は神奈川を出て栃

木の国際医療福祉大学を卒業し

てきました。特技はハンドボールと書道です。性格

は負けず嫌いで誰にでも明るく接することができま

す。実家暮らしで職場も近く、この恵まれた環境の

中で日々向上心を持ち、業務に取り組んでいきたい

と思います。技師会にも積極的に参加していきたい

と思いますのでこれからよろしくお願いします。 

 

初めまして。横須賀共済病院の平

松園子です。共済病院に入職し早 3

ヶ月が過ぎ、横須賀での生活にも慣

れてきました。出身も大学も九州で、

知らないことも多いので、オススメ 

観光地などあれば教えてください。 

 

 

 

これからよろしくお願い致します。 

 

初めまして、横須賀共済病院で働かせ

ていただいている清水といいます。 

共済病院での同期は私以外全員女性な

ので、非常に肩身が狭く、この横須賀・

三浦放射線技師会で気の合う男の同期

と仲良くなれたらなと思っています。 

 

初めまして。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、坪

井可那子と申します。今年北里大学を

卒業し、横須賀共済病院に勤めること

になりました。出身は東京で、現在は

神奈川を探検中です。趣味は楽器を弾

いたり音楽を聴いたりすることです。日々、先輩方

に教えてもらいながら仕事に励んでいます。早く一

人前の技師になれるように頑張りますので、これか

らよろしくお願いします。 

 

初めまして。今年度より横須賀三

浦放射線技師会に入会いたしまし

た白坂朱梨と申します。今年、鈴鹿

医療科学大学を卒業し、横須賀共済

病院に入職いたしました。出身は家

の隣に牛がいる鹿児島の田舎です。映画を観ること

が好きです。まだまだ未熟ですが少しでも早く一人

前になれるように頑張るので、これからもご指導よ

ろしくお願いいたします。 

 

貴会にはこれまで横浜南部地区、

県技師会関連等で何度もお世話に

なり、ありがとうございました。こ

のたび横須賀タワークリニックに

4月 1日より勤務するにあたり、地

域の様々な面に精通されておりま

す皆様のご指導を仰ぎたく入会させていただきまし

た６１才の新入会員です。 よろしくお願いいたし

ます。               山﨑 尚人 
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