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巻頭言 
                     

会長 松村高宏（衣笠病院） 

 

涼しい日々が続くと思っておりましたら、気付くと梅雨も明け、

急激に暑い日々になってしまいました。体調を崩しがちな今日こ

の頃、会員、賛助会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか？ 

 

 私が会長に就任してから、1 期 2 年の任期後半に入り、皆様の

ご協力のもと、たくさんの行事がすでに行われてきております。

特に、7月に開催する研究会は、過去を辿りますと 1984年 5月 11

日、第１回レントゲン技術者横須賀地区総会の中で第１回研究会

として開催されたのが始まりです。会場は横須賀市立市民病院、

10名の参加だったと記録に残っております。この研究会も今年で

120 回を数えるまでになりました。歴代の会長や理事の方々のご

努力のお陰でここまで長く研究会を続けられていることに、感慨

ひとしおであると同時に、先輩方の築いてきた伝統ある行事を、

我々がさらに発展させていかなくてはと、思いも新たにしているところであります。 

また、総会でもご報告いたしましたが、横浜南部地区放射線技師会と合同で行っている研究

会については、各々の会長同士の協議のうえ、本年度より記載回数を入れての研究会名、つま

り、本年度で言いますと第 29回横須賀三浦放射線技師会・横浜南部地区放射線技師会合同勉強

会と名称を改めさせて頂くことになりました。2月頃開催する予定となっております。 

 

さて、本年度の事業計画について説明させていただきます。 

来年度、本会は創立 70周年を向えます。本年度より準備に取り掛かり、70周年を迎えられる

ようにしていきたいと思っております。会員の皆様には、過去の写真のご提供や原稿の寄稿等

をお願いすることがあると思いますが、その時にはお手数でも何卒ご協力のほどお願い致しま

す。 

また、一昨年から新人会員（新卒者対象）に対し、本会催事参加者への会費半額補助を行っ

たところ、新入会員の催事参加者を増やすことが出来ました。今年度も引き続き、本会催事に

ついて会費半額補助制度を継続し、さらに補助対象を新入会員だけでなく、入会 2 年目（新卒

から２年目）の方々にまで拡げて適用させていただきます。 

 

今後も引き続き、私どもなりに精一杯努力を重ね、会を盛り上げていきたいと思っておりま

すので、どうかご協力のほどよろしくお願い致します。 
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総会開催報告 
 

平成２８年度横須賀三浦放射線技師会総会が平成２９年

３月１８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４５名でした。 

 松村会長の挨拶から始まり続く会員表彰では、当技師会の

地区委員・広報・緊急被ばく医療理事として本会運営にご助

力いただき、特に緊急被ばく医療担当理事

就任期間には、ＮＡＳチーム創設とその代

表として、また服部会長就任期間には副会

長として大いにご活躍された、宮村聖也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大内幸敏様より来賓祝辞

をいただきました。大内様より、新たにフレッシャーズセミナー

を開催すること、診療放射線技師法の改正と業務拡大に伴う統一

講習会の開催を、昨年度の３回から今年度は５回予定しているこ

と、神奈川県放射線技師会が創立７０周年を迎えるにあたり「創

立７０周年記念大会」を予定していること等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、いえまさ脳神経外科クリニック

の今泉信氏と横須賀共済病院の佐々木暢氏

の円滑な進行のもと、平成２８年度の本会事業活動報告およ

び会計報告が承認され、さらに平成２９年度本会事業計画案

および予算案も承認され閉会いたしました。 

 

 総会後懇親会は場所を移し、セントラルホテル５Ｆサ

ファイヤにて開催されました。神奈川県放射線技師会よ

り大内幸敏会長と津久井達人理事、横浜南部地区技師会

より泉和弥会長、西湘地区技師会より宗像達也会長にも

ご参加頂き、福利厚生担当理事の田邉氏の進行でビンゴ

大会などを交え、盛会裏に終了いたしました。 

参加者は４９名でした。 

      （平成２９年度庶務担当村雲） 
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平成 29 年度庶務記録 
 
平成 29年 03月 18日・平成 28年度総会開催（横共、出席者 45名・会員 44名、来賓 1名） 

   ・懇親会開催（セントラル H、出席者 49名・会員 37名、来賓 6名、賛 

   助会員 6名） 

平成 29年 03月 27日・第１回三役会＆理事会開催案内を役員宛メール配信 

平成 29年 03月 31日・井上 賢氏（うわまち）退会処理 

平成 29年 04月 08日・横浜南部地区技師会総会・懇親会に松村会長と菅原理事が出席 

平成 29年 04月 20日・第 1回三役会開催（衣笠） 

平成 29年 04月 27日・第 1回理事会開催（ヴェルク） 

平成 29年 05月 08日・橋田 明氏（名誉会員）退会処理 

平成 29年 05月 26日・平成 28年度神奈川県技師会総会に濱田副会長、早瀬理事が参加 

                   ・同総会にて平林 公二氏（横浜南共済）が功労表彰受賞 

平成 29年 05月 31日・広報よりの依頼者リストに基づき広報紙 127号への寄稿依頼につい 

 てをメール配信 

平成 29年 06月 01日・赤石浩太郎氏(横共)、若島咲弥氏(横共)、土本嵩之氏(横共)、塚野 

 遼氏(横共)より入会原簿受理 

平成 29年 06月 07日・学術企画第 120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 29年 06月 12日・能重達匠氏(市民)より入会原簿受理 

平成 29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 156名 賛助会員 19社 

 

 
                      

平成 29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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会員・賛助会員各位 

 

第120 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いたします。 

今回は幅広いジャンルの内容になっております。また３部合同納涼会とも 

同日開催(事前登録制)となっていますで、多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

記 

日 時 ２０１７年７月 １日（土） １５：００～１７：００ 

会 場 横須賀共済病院 ５F講堂 

会 費 無料 

会 場 横須賀共済病院 

住所；神奈川県横須賀市米が浜通1-16 

最寄駅；京浜急行線 横須賀中央駅 

徒歩；６分 

 
 

演 題 

1．『サーベイメーターの特性と、標準線源を用いた校正について』 

住重アテックス株式会社 金川 政史 氏 

2．『シーメンスが提供する新しいサービス』 Teamplay&クラウドコネクター 

シーメンスヘルスケア株式会社 谷口 貴久 氏 

3．『肝臓領域におけるImage Fusion の最新技術』 

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 辻 美智香 氏 

<休憩10 分> 

４．『当院の患者接遇による業務改善』 

横浜南共済病院 深瀬 裕美 氏 

５．『当院における放射線治療計画用CT の流れ』 

横須賀市立市民病院 貴田 竜太 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) 
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横須賀三浦放射線技師会 平成 29年度 

 

                                のお知らせ 

清々しい初夏を迎え、木々の緑も日増しに深くなってまいりました。ご一同様には、なお一層お健

やかにお過ごしのことと存じます。さて、今年もやって参りました、ビールの季節。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。皆さんのご参加を心より

お待ちしております。 

（各施設担当者様へ  お申込みの際は特別料金該当者を明記していただけますようご協力をお願い致

します。） 

 日時 ： 平成 29年 7月 1日（土）  18:00～   

場所 ： 北海道 横須賀中央駅前店 

 会費 ： 3,000 円 （新人及び新卒 2年目の方は 1.500円） 

〆切 ： 6 月 24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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪福利厚生担当理事≫ 

横須賀市立市民病院    福重                    湘南病院    戸高 

横須賀共済病院      木下           横浜南共済病院 本田 

横須賀市立うわまち病院  田邊 

 

 

                      

mailto:fukuri001@ymart.jp


N0.127 Vol.41-No.1 JUN.2017 横須賀･三浦放射線技師会報 

7 

 
 

2016 ナイトセミナーアンケート集計結果 
   至 2016/11/2 ヴェルク横須賀 

 

参加人数：会員 40人 賛助会員 14人  計 54人 集計合計枚数：38枚 回答率：95％(会員のみ） 

  

Q1：ナイトセミナーは有意義であったか？    

非常に良かった ： 13  良かった ： 25 残念であった ： 0 

Q2：演題数は適当であったか？    

適当であった ： 21 多かった ： 17 少なかった ： 0   

Q3：開催時間は適当であったか？    

適当であった ： 27 早かった ： 0 遅かった ： 11   

Q4 次回も参加したいか？    

参加したい ： 31 どちらでも良い： 5 参加しない： 0 未回答：2  

Q5：今回の演題に対してのご意見    

●それぞれ専門的であり高度な演題と思う。ただし担当外だと非常に難解であった  

●画像検討会は良いテーマだが、もっと面白い症例があるのでは？    

●会員施設の Activeな状況がわかって良い    

●少し時間が押してしまったのが残念でした。しかしとても面白かったです。   

Q6：学術勉強会・研修会へのご意見    

●画像検討会の演題目的や内容があらかじめ判れば現場の担当（主任）を参加させ、  

意見を述べてもらう等するともっと活発的な意見が出るのでは？    

●時間通りに進んでいたのでナイトセミナーも良かったと思います。    

●初の試みは成功だったのでは    

●スライドを紙媒体で配布して欲しかったです。    

Q7：今後企画してほしい内容    

●一般撮影の整形の撮影について（各病院のローカルルール）    

●64列 CTと 320列 CTの症例の違い    

●JARTでいうフレッシャーズセミナーの様なものはどうか？    

●治療用 CTについて  
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新人入会員紹介 
  

4月に横須賀共済病院に

入職しました、帝京大学

出身の若島咲弥です。ハ

ードな仕事でも趣味のキ

ックボクシングで養った

パワーで乗り切ります！

まだまだ未熟者ですが一

生懸命頑張ります！よろしくお願いします。 

初めまして。 

横須賀共済病院に入職し

ました赤石浩太郎と申し

ます。 

特に取り柄もなく、愛想

もあまり感じられない性

格をしているかもしれま

せんが、優しく接してく

ださると幸いです。 

これからお世話になり       

ます。よろしくお願い致

します。 

初めまして。平成 29年 4

月 1 日より横須賀共済病

院で診療放射線技師とし

て勤務しております塚野

遼と申します。好きなこ

とは旅行で、特に温泉旅

行が好きです。おすすめの温泉等ありました

ら是非教えてください。これからよろしくお

願いいたします。 

 

初めまして。横須賀共済

病院に入職いたしまし

た土本嵩之と申します。

現在は一般撮影にて先

輩方のご指導の下、撮影

技術を学んでおります。

迷惑をおかけすること

も多々あるとは思いま

すが、一生懸命頑張りますので今後ともご指

導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 
 

 

 

 

編集長のコーナー 
 

 今回編集長を担当しました、三浦市立病院齋藤

です。会員の皆様お忙しい中いつも原稿ありがと

うございます。 

 また皆様からの旅行記や趣味の話などいつでも

お待ちしていますので是非投稿よろしくお願いし

ます。 

 とはいっても中々投稿がないのが事実なので今

日は私自らちょっとしたお店の紹介を！ 

 葉山にあります【COOK ＆ DINE HAYAMA】 

さんです。 

 こちらにはキチン

用品特にスキレット

が沢山揃っています。

スキレット？とお思

いの方、これはフラ

イパンのことです。

特に鉄製のものを指

して言います。一般

に使われているテフ

ロン加工のものでは

なく厚底で一度温めると冷めにくいのが特徴です。

高温で一気に焼き上げるのでお肉などがおいしく

焼けます。ちょっと扱いに特徴があり、洗剤がNG

で水洗い後、錆びないように油を薄く付けておき

ます。ちゃんと手入れをすれば一生使えるそうで

す。私はこの一生使えるという言葉に弱く思わず

買ってしまいまし

た。 

紙面が足りず写真

も小さいので伝わ

りづらいですが、ご

興味のあるかた是

非お店を検索して

みてください。 
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