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巻巻頭頭言言  
（もやもやへの対処） 

 

横須賀三浦放射線技師会 副会長  

横須賀共済病院 濱田順爾  

 

 

早春の候、会員・賛助会員の皆様におかれましては、ますます御健勝

のこととお慶び申し上げます。 

平昌オリンピックの期間、日本のアスリートたちの活躍に沸き立ちま

したが、たくさんの興奮と感涙の場面を映像で見て、疲れを引きずって

いませんか？私は少々引きずっております。 

 

松村会長のもと、副会長の職責をお引き受けいたしましてから任期 2

年が過ぎようとしております。本会の計画事業は、ほぼ全うすることが

出来まして、残すところ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総会の 2つの開催を残すのみとなっております。今

期、活動を共にしてきた理事・役員の皆と、任期最後までやり切ったと、

是非一緒に達成感を味わいたいと願っております。 

 

最近、若い人達を見ていて伝えたいと思ったことを一つ。 

我々の日頃の業務の中で、何か失敗をしてインシデントレポートを書いたことのある人、いっぱい居ると

思います。誰にでも失敗はあります。私もいまだにインシデントレポートを書いております。失敗から学ぶ

ためにレポートを書くというシステムなのです。大抵はルールや決め事から逸脱した時にそれは発生します

よね。その中で、やっぱり痛手を最小限にするコツってあると思うのです。（ホントはコツではなく、当たり

前の事なのですが、、、）この話は失敗をしてしまったことを前提にしています。 

業務の中で撮影なりで何か失敗をしてしまって、それが大事になってしまった時の事を思い返してみてく

ださい。事が発覚する前にもやもや
．．．．

とした気分になっていませんでしたか？例えば、「あ～、やらかしちゃっ

たかな～」「うわっ、肺野切っちゃった～、主治医の先生クレーム言ってくるかもしれない」「ん～、あの看

護師さんめちゃくちゃ怒っていたかも、一言多かったかな～、技師長のところにクレーム来るかもしれない

な～」などなど。 

ここで言うコツは、そのもやもや
．．．．

を「そのままにしておかない」ということです。もやもや
．．．．

とは善悪を判

断する自分の心の声です。心の奥底で「無かったことにしてはいけない」「このままではいけない」と必死に

言っているのです。これに気づいたらすぐに事実確認をし、出来るだけ早く手を打たなければいけません。

そうすることによって、後に受ける痛手は小さくて済むはずなのです。例えば「多分今回はクレーム言って

こないよ」なんて根拠のない自信を持たないでください。「神様お願い」なんてのも、そんな都合のいい話に

神様が加担してくれるはずがありません。再撮が必要な場合や、誰かに謝罪が必要な場合は、多くのケース

で早い対応が必要です。自分から動けない場合や対応方法が判断できない時は、早い段階で先輩や上司に報

告をすること。それも私の経験から言うと、相談しづらい厳しい先輩や上司に報告した方が早い解決に結び

つきます。そして悪い情報ほど早めに伝えることが重要です。まぁ、おそらく先輩や上司から多少は怒られ

ますが、怒られるからといって報告しないで、ずるずると物事を悪化させるのが一番最悪のパターンです。

私は過去、これをやらかし、それでも同じ給料をもらえていることを恥じ、仕事って厳しいものなのだと実

感したことがありました。 

日頃から自分の心の声に耳を傾けてください。それと報告。仕事の出来るヤツになる為の条件の一つです。 

任期 2年の間、ご協力いただきありがとうございました。また機会があったら一筆書かせてください。 

ではでは。 
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会員 各位 

 

平成２９年度総会開催のご案内 
 

横須賀三浦放射線技師会事務局  
 

 

平成２９年度本会総会を下記の通り開催致します。 

何卒ご出席いただきますようご案内申し上げます。 

尚、本総会終了後 懇親会を行います。 

こちらにも多数のご参加をお願い申し上げます。 

 

記 

日 時  平成３０年３月１７日（土）15:00～ 

会 場  横須賀共済病院５Ｆ講堂 

 

懇親会  17:00～ 

会 場  セントラルホテル ４Fクリスタル 

懇親会会費 5000 円 

 

 
 

※ 準備の都合上、3月 2 日（金）までに本会事務局まで出欠をお知らせください。 

※ 懇親会出席申し込みされた方は、当日欠席されても懇親会会費は徴収させてい

ただきますので、悪しからずご了承ください。 

※ 当日、来年度分の会費納入も受付致します。 

 

 

 横須賀三浦放射線技師会事務局 

 〒238-8588 横須賀市小矢部 2-23-1 衣笠病院 放射線科技術科内 

  ℡ 046-852-1182     Mail ymart001@ymart.jp 

庶務：村雲俊広、菅原保富、大澤進冴、児玉康彦 

会計：田中裕樹、前川加奈、大島俊直、日景武史 

 

 
 



No.129 Vol.41-No.6 MAR.2018 横須賀･三浦放射線技師会報 

4 

 

会員 各位 
 

 

平成 29 年度横須賀三浦放射線技師会総会式次第 
 

3 月 17 日（土） 15：00～ 於： 横須賀共済病院 5階講堂 

 

一、開会の言葉       

一、会長挨拶       

一、会員表彰           

一、来賓祝辞         

一、議長団選出       

一、議  事 

   ① 平成 29 年度事業報告 

庶務活動報告      

学術活動報告      

福利厚生活動報告     

広報活動報告      

緊急被ばく医療活動報告          

組織委員報告               

YMBIT 活動報告     

② 平成 29 年度会計決算報告 

平成 29 年度一般会計決算報告     

   ③ 平成 29 年度会計監査報告 

   ④ 平成 30 年度役員改選 

   選挙管理委員会報告 

⑤ 新会長挨拶及び平成 30 年度事業計画案     

⑥ 平成 30 年度会計予算案 

平成 30 年度一般会計予算案  

   ⑦その他   

一、議長団解任 

一、閉会の言葉       
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会員 各位 
 

平成３０年度役員立候補について 
 

 

横須賀三浦放射線技師会選挙管理委員会 
 

平成２９年度役員の任期満了に伴い、横須賀三浦放射線技師会規約 

第６条イ項、役員選挙の規定に従い、下記の通り役員選挙を行います。 

 

記 

 

1. 役員の種類と定数 
 

会長   1 名 

副会長  2 名 

理事   若干名 

会計監査  2 名 

 

2.立候補届出締切、日時   
 

平成３０年３月２日（金）17：00 まで 

 

2. 立候補の方法 
 

本会会員の資格を有し、役職に立候補する意志のある者は 

上記の日時までに、選挙管理委員へ文書または口頭で届け出る。 

 

3. 選挙管理委員会の設立 

  
選挙管理委員２名を次の通りとする 

  聖ヨゼフ病院  小倉英己  046－822－2134 内線 219 

  横須賀共済病院 川原真樹 046－822－2710  内線 2300 
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庶務報告  
 
2017 年 10 月 12 日 ・第 3回三役会開催（衣笠病院） 

2017 年 10 月 25 日 ・広報誌第 128 号発行 

2017 年 10 月 26 日 ・第 3回理事会開催（横須賀共 

済病院） 

2017 年 11 月 2日 ・第 121 回研究会(ナイトセミ 

ナー)開催（横須賀共済病院） 

2017 年 11 月 12 日 ・横浜南部技師会 Y2MN 杯開催 

2017 年 12 月 2日 ・ボーリング大会＆忘年会開催

（スポルト横須賀＆金の蔵） 

2017 年 12 月 8日 ・平成 29年度第 3回横浜南部 

  地区放射線技師会勉強会＆忘 

  年会に松村会長が出席 

2017 年 12 月 16 日 ・第 13 回スクリーニング講習 

  会開催（横須賀共済病院） 

2018 年 1月 11 日 ・第 4回三役会開催（衣笠病院） 

2018 年 1月 13 日 ・横須賀市医師会賀詞交換会に 

  松村会長が出席 

2018 年 1月 26 日 ・西湘地区平成 30年新年会に 

  松村会長が出席 

2018 年 1月 27 日 ・第 4回理事会＆賀詞交換会開 

  催（産業交流プラザ） 

2018 年 2月 4日 ・神奈川県放射線技師会創立 

  70周年記念大会にて羽布津相 

  談役、松村会長が表彰される 

 ・同大会記念祝賀会に羽布津相 

  談役、松村会長、濱田副会長、 

早瀬理事が出席 

2018 年 3月 3日 ・第 29 回横須賀三浦・横浜南 

  部地区放射線技師会合同勉強 

  会を開催予定 

2018 年 3月 10 日 ・KART 主催ボーリング大会（ソ 

  プラティコ横浜関内）に濱田 

  副会長、大石理事、会員安原 

  氏が出席予定 

2018 年 3月 17 日 ・平成 29年度総会開催予定（横 

  須賀共済病院） 

・総会後懇親会を開催予定（セ 

ントラルホテル） 

福利厚生報告 
 

12 月 2 日（土）、毎年恒例となりますボーリング

大会を横須賀ショッパーズプラザスポルト横須賀に

て行い、その後、金の蔵横須賀中央店にて忘年会を

執り行いました。 

 
 

参加者はボーリング大会が会員２６名、賛助会員

１名、南部技師会より２名、忘年会は会員３５名、

賛助会員２名、南部技師会より４名の方に参加いた

だきました。 

若手の方にも多く参加していただき、盛大に横須賀

三浦放射線技師会の一年を締めくくることが出来ま

した。 

次回は３月１７日（土）にセントラルホテルにて

総会後の懇親会を行いますので、皆さんのご参加を

お待ちしております。 
 

 

 

 

会員数 158 名 賛助会員 20 社 
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学術報告 

 
第 121 回横須賀三浦放射線技師会研究会 ナイト

セミナーが平成 29 年 11 月 2 日(木)に横須賀共済病

院 5F 講堂にて行われました。開催プログラムは以

下の通りです。 

 

○情報提供 

1.『大腸 CT とバリウム造影剤について』 

伏見製薬株式会社 中西弘興 氏 

2.『ダットスキャン解析ソフトの新機能紹介』 

  日本メジフィジックス株式会社 吉田倫明 氏 

3.『Revolution CTの最新情報～SAMと GSIを中心に～』 

  GE ヘルスケアジャパン 木原健吾 氏 

 

○会員企画 

4.『当院での下肢動脈撮影の検討』 

横須賀市立うわまち病院 伊藤晃 氏 

5.『腹部ステントグラフト内挿術（EVAR）後のタイ

プⅡエンドリークに対する塞栓術』 

横須賀共済病院  川原真樹 氏 

 

参加人数51名(会員46名、賛助会員5名)でした。 

前年度に引き続き多くの方々にご参加頂き盛況のう

ちに研究会を行うことが出来ました。 

20 代の方の参加が特に多く、会員企画も若手の方の

演題発表となり、各施設の撮影方法や症例を学ぶ良

い機会になったと思います。また、情報提供ではメ

ーカー3 社より多岐に渡る分野の最新の内容が報告

されました。 

今回もアンケート調査を行い、学術研究会に寄せる

意見を会員の皆様より頂きました。 

ご参加頂いた皆様、ご協力ありがとうございました。 
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2018年3月2日発行 編集/発行/印刷/製本 広報部 

広報担当 齋藤(三浦市立病院) 

  廣嵜(横浜南共済病院) 

  水野(横須賀共済病院) 

 

被ばく医療報告 

 
12 月 16 日（土）に、横須賀共済病院５階講堂に

て、第 13 回スクリーニング講習会を開催しました。

当日の参加者は 35名でした。 

前半は講演で、「大規模災害時に診療放射線技師と

して何ができるか？」、「災害時に診療放射線技師と

して必要な知識」という演題で行いました。 

後半は実習で、タイベックスーツの着用法、セグ

メント法の実践演習を行いました。 

 

 
 

タイベックスーツは、普段着用するものではない

ので、実演するとかなり良い経験になると思います。

セグメント法の実演に関しても、皆さん順番に実演

を行い、測定方法や放射線測定器の使用方法などを

習得できたかと思います。 

 又、今回は講習会終了後、スクリーニング講習会

に対してのアンケート調査を行いました。参加者か

らは講習会の内容に対して概ね高評価を頂きました

ので、今後とも期待に応えられるような講習会を行

っていきたいと思います。    
 

 
 

 

 

 

賛助会員ペンリレー 

 
GE HealthCare 営業担当：杉森 

 

横須賀三浦放射線技師会の皆様、こんにちは。GE

の杉森です。 

私は昭和 59年生まれ、今年で 34歳、東京都葛飾区

育ち、現在は千葉県船橋市の自宅に嫁と二人で住ん

でいます。会社の営業所は新横浜にありますので毎

日電車で船橋市から新横浜迄通っています。電車男

ですね笑 船橋市と言っても最寄り駅は新京成線の

三咲駅です。ご存知の方少ないかもしれませんが、

三咲駅は、今や東京ディズニーランドより、ユニバ

ーサルスタジオジャパンより有名な？「ふなばしア

ンデルセン公園」の最寄り駅です。「ふなばしアンデ

ルセン公園」は世界最大級の旅行口コミサイトのト

リップアドバイザーにおいて、2015 年の日本のテー

マパーク 3位、アジアのテーマパーク 10位にランキ

ングされたようです。是非機会があれば遊びに行っ

てみて感想聞かせて下さい、私はまだ行ったことが

ありませんので。笑 

GE には昨年 2017 年 7月に中途入社です。 

前職は脳血管内治療のデバイスメーカーに 5年ほど

勤めておりました。今必死になって画像診断装置の

ことを勉強中です。多少の宣伝は可と言われました

ので少し GEの製品のことに触れさせて頂きたいと

思います。笑 

GEは幅広いモダリティ群を持っております、CT、MRI、

X 線透視装置（Angio、マンモグラフィ、骨密度、外

科用イメージ）、核医学装置、そして PACS などのデ

ジタル系です。私の担当は左記ですが、他には会社

として超音波、麻酔器なども扱っております。 

今私が一番勉強しているのは MRI です。特に 2017 年

は「圧縮センシング元年」ともいわれており、注目

の高さが伺えます。 

 まだまだここで語れる

ほどの知識と経験があり

ませんが、会社や製品の

ことを一生懸命勉強し、

より一層皆様に最新情報

を提供できるよう営業と

して努めていきたいと思

っております。「GEの営

業マン」として、しっか

り皆様に覚えて頂けるよ

う頑張ります。今後とも

どうぞ宜しくお願い申し

上げます。 
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