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巻頭言 
 

衣笠病院健康管理センター 松村高宏 

 
 

 会長職に就いて３年目、過去の会報を見直してみると理事に

なってはや１８年！あっという間の１８年でした。衣笠病院健

康管理センターの松村です。これからもよろしくお願いいたし

ます。 

今年は診療報酬改定の年にあたり、各施設、新たな制度のも

と診療が行われています。私が最も注目しているのは、新設さ

れた「画像診断管理加算３」です。「画像診断管理加算３」は施

設基準の中に初めて、関連学会が定める【適切な被ばく線量管

理】、【線量情報を電子的に記録】という文言が記載されたこと

にポイントがあります。 

今回は特定機能病院、その中でも被ばく線量を管理している

施設のみが対象になり、特定機能病院の５割ほどが算定する事

になるものと日本医学放射線学会では考えているそうです。 

 【適切な被ばく線量管理】が入った背景には、我が国が CT装

置保有台数世界一でありながら、被ばく対策を各施設に任せていた現状があると思います。当

技師会でも十数年前にこの地域の各施設のCT装置に対して被ばく線量の測定を共同研究として

行ったことがあります。測定結果では腹部の線量にはあまり差がないのに対し、頭部では意外

と差があったという研究結果でした。 

【適切な被ばく線量管理】に対する注目度は放射線機器業界でも同じで、被ばく線量管理シ

ステムを開発販売するメーカーも増えてきています。ところが、それを購入となるとなかなか

予算もつかず、断念してしまう施設もあるかと思いますが、点数がつくことによって、病院内

でも【適切な被ばく線量管理】に意識が向き、経営者側の理解も得られやすくなると思います。 

 今回は CT 検査のみですが、一般撮影もデジタル化が進む昨今、適正な撮影条件の幅が広くな

り、被ばく線量も施設間で統一されていない現状があるかと思います。 

「画像診断管理加算３」の新設に始まって今後放射線業務もより適正な条件、適正な画像を

患者さんに提供できるようになっていくのではないでしょうか？ 

 2 年ごとの改定のたびに、一般病院でも【適切な被ばく線量管理】について何らかの形で点数

が付いていくと思われます。今年は、医療被ばく管理元年と言ってもいいのではないでしょう

か。神奈川県放射線技師会でも平成２７年度より医療被ばく最適化推進事業（KANAGAWA70）を

開始しており、当技師会としてもなんらかの取り組みを考えなくてはならないかもしれません。 
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総会開催報告 
 平成２９年度横須賀三浦放射線技師会総会が平成３０年３月１７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４７名でした。 

 松村会長の挨拶から始まり続く会員表彰では、当会役員就任期間に広

報理事として、また６０周年記念事業の際には実行委員長として本会運

営にご助力いただきました沼田恭一氏が功労表彰されました。さらに昭

和５９年４月より当会第３代会長に２期４年就

任され、その後も相談役として長年にわたり当会

運営にご助力いただきました閑野政則氏が名誉

会員表彰されました。 

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

内様から、ＫＡＲＴ創立７０周年記念大会を開催したこと、来年度にＪＡＲＴの統一

講習会を神奈川県で５～６回開催するので受講して頂きたいこと、被ばく低減施設認

定を目指して頂きたい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衣笠病院の神田

眞世氏と横須賀市民病院の赤松芳行氏の円滑な進行のもと、平成２９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、役員改正につきましては平成２９年度選挙管理委員の聖ヨゼフ病院の小倉英己氏

と横須賀共済病院の川原真樹氏より立候補者なしの報告がありました。議長から会場へ意

見が求められ、服部相談役から松村会長に続投していただきたいとの意見があり、会場の

満場一致の賛同を受け、松村会長の次期会長継続が決定いたしました。なお、副会長以下

監査役、理事役員の任命は松村会長に託され、平成３０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４Ｆクリスタルにて開催されました。神奈川県放射線技師

会より大内会長と津久井理事、横浜南部地区技師会より狩野副会長、西湘地区技師会より宗像会長にもご参

加頂き、福利厚生担当理事木下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５

２名でした。 

         （平成３０年度庶務担当村雲） 

平成３０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 

会計担当 赤松（市民）、前川（横共）、須藤（市民） 
 

mailto:kaikei001@ymart.jp
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H30 年度庶務記録 

平成 30 年 03 月 17 日 
平成 29 年度総会開催（横共、出席者 47 名・会

員 46 名、来賓 1 名）・懇親会開催（ｾﾝﾄﾗﾙ H、

出席者 52 名・会員 36 名、来賓 4 名、賛助会員

12 名） 
平成 30 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 30 年 03 月 31 日 

貴田竜太氏（市民）、天野奈津子氏（南共）、笠

井史男氏、松井清氏、三堀光雄氏を退会処理 
平成 30 年 04 月 01 日 

加藤大巳氏（三浦）より入会原簿受理 
藏谷優伎氏と市川秀也氏が横須賀市民からうわ

まちへ異動 
小林輝雄氏と前田梨紗氏がうわまちから横須賀

市民へ異動 
役員委嘱依頼状を各理事所属長宛に郵送 
松村会長就任と事務局移転のお知らせを役員、

賛助会員宛ﾒｰﾙ配信 
平成 30 年 04 月 06 日 

平成 30年度 第 1回三役会&理事会開催案内を

ﾒｰﾙ配信 
平成 30 年 04 月 09 日 

事務局移転完了 
平成 30 年 04 月 10 日 

多賀早也佳氏（衣笠）より入会原簿受理 
平成 30 年 04 月 19 日 

第 1 回三役会開催（衣笠） 
うわまち病院より理事委嘱状依頼の回答を受理 

平成 30 年 04 月 21 日 
横浜南部地区技師会総会・勉強会に松村会長、

千葉相談役、前川理事が出席 
平成 30 年 04 月 26 日 

第 1 回理事会開催(ｳﾞｪﾙｸ) 
佐川誠氏（南共）より入会原簿受理 

平成 30 年 04 月 29 日 
千葉相談役の瑞宝双光章受章をﾒｰﾙ配信 

平成 30 年 05 月 22 日 
賛助会員株式会社ﾄﾞｸﾀｰﾈｯﾄの退会を受理 

平成 30 年 05 月 25 日  
平成 2９年度神奈川県技師会総会に早瀬理事が

出席 
平成 30 年 06 月 02 日 

三崎保健福祉ｾﾝﾀｰより神奈川県保健衛生表彰に

対する推薦書類を受理 
平成 30 年 06 月 05 日 

広報よりの依頼者ﾘｽﾄに基づき広報紙 130 号へ

の寄稿依頼についてをﾒｰﾙ配信 
 

 
 
平成 30 年 06 月 11 日 

平成 30 年度 第２回三役会＆理事会開催

案内をﾒｰﾙ配信 
平成 30 年 06 月 13 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 30 年 06 月 16 日 

学術企画第１２２回研究会の案内をﾒｰﾙ配

信 
平成 30 年 06 月 18 日 

三崎保健福祉ｾﾝﾀｰ当てに神奈川県保健衛生

表彰知事表彰の回答書発行 
会員数 157 名 賛助会員 19 社 

 
H30・31 年度役員一覧 

会 長 1 名 

松村高宏(衣笠)  

副会長 2 名 

須藤 敏(市民)、濱田順爾(横共) 

監 査 2 名 

二田 勇(横ｸﾘ)、宮村聖也(自宅) 

庶 務 5 名 

村雲俊広(衣笠)、菅原保富(横共)、大澤進

冴(市民)、濱田順爾(横共) 

会 計 3 名 

赤松芳行(市民)、前川加奈 (横共)、須藤 

敏(市民) 

学 術 5 名 

西條美里(南共)、高野雄介 (市民)、山口直

樹(市民) 、水野直人(横共)、安原滉太(う

わ) 

福利厚生 5名 

福重智也(市民)、戸高拓朗(湘南)、田邉正

大(うわ)、木下 翔(横共)、本田幸一(南共) 

広 報 3 名 

齋藤正樹 (三浦)、廣嵜智英 (南共)、大嶋 

光(横共)  

YMBIT 1 名 

堀 裕明(横共) 

被ばく医療 3名 

井上晴行(保健)、大石小太郎(横共)、林 駿

志(市民) 

組織委員 1名 

早瀬卓矢(横共) 

相談役 6 名 

加村鐡郎(自宅)、新倉政和(自宅)、千葉 

一(ｴﾃﾞﾝ)柳澤正和(市民)、服部祐治(自宅)、

羽布津嘉宏(横共) 
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会員・賛助会員各位 

第 12２回 横須賀三浦放射線技師会研究会のご案内 

 

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。幅広いジャンルの内容となっています。

納涼会と併せてご参加ください。 

 

日 時  2018 年 7 月 7日（土）15：00～17：00 

会 場   

横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか） 

６階 第１会議室 

会 費  無料 

情報提供 

『MR 検査の概念を変える超高分解能技術の紹介』 

ｷｬﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 山本 貴雄 氏 

『PACS の新機能と最新技術』  

ｹｱｽﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ株式会社 堀江 勇太 氏 

『骨シンチ診断支援ソフトBONENAVIとBSIのご紹介』  

富士 RI ﾌｧｰﾏ株式会社 小田 純 氏 

『 未定 』 

堀井薬品工業株式会社        

会員企画  

『緊急ステントグラフト挿入術オンコール体制 

における若手技師教育の取り組み』  

横須賀共済病院 早瀬 卓矢 氏 

『フレッシャーズさん、ちょっと聞いてって 

救急診療における CT の勘所』  

横須賀市立市民病院 野上 寿一 氏 

 
 

横須賀市勤労福祉会館（ヴェルク横須賀） 

６階 第一会議室 

住所；横須賀市日ノ出町１-５ 

アクセス；横須賀中央駅 東口 徒歩５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横須賀三浦放射線技師会 平成 30 年度 

 

                                

のお知らせ 

入梅の候、貴社ますますご清祥のこととお慶

び申し上げます。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 30 年 7 月 7 日（土）18:00～   

場所 

Beer＆BBQ KIMURAYA 横須賀中央 
会費 

3,000 円 

（新人及び新卒2年目の方は1.500円） 

〆切 

6 月 29 日（金） 

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！ 
 

https://r.gnavi.co.jp/a616564/
mailto:fukuri001@ymart.jp


N0.130 Vol.42-No.1 JUN.2018 横須賀･三浦放射線技師会報 

 

6 

 

 
瑞宝双光章受賞 

油壺エデンの園附属診療所  千葉 一 

 

 

春の叙勲で瑞宝双光章を受賞いたしました。県技師会会長大内先生から叙

勲推薦すると電話を頂いたとき、まさか、どうしようか、と思いましたが図々

しくお受けしたのです。身に余る光栄とはこのことです。文字通り有り難い

ことです。 

 

今年の叙勲は４月１７日の閣議決定ののち４月２９日に発令。５月２日に

県庁で伝達式があり黒岩県知事より勲記勲章が授与されました。５月１０日

には厚生労働省にて加藤厚生労働大臣よりお祝いの言葉を頂戴し、その後皇

居参内、宮殿にて天皇陛下に拝謁いたしました。宮中春秋の間に陛下がお入りになった瞬間空

気が一変、大気中の酸素濃度が低下したのかと思われました。平成３０年５月１０日（木）、午

前雷雨、午後晴れ。来年天皇退位。 

天皇陛下のお言葉です。「国民の保健衛生に永年にわたり尽くされた。ありがとう、感謝しま

す。これからも身体をいたわり、力を尽くしてください。」 

 

陛下のお言葉に、ボーっと生きてきた老生もさすがに身が引き締まりました。体はブヨブヨ

でも身は引き締まります。でも、いくら身が引き締まっても忘れる能力は日々増大し、覚える

能力は年々衰退していくのです。パスワードとかはしっかりメモしておかなければいけません。

こんな老生が受賞できましたのも偏に、横須賀三浦放射線技師会の諸先輩が、技師としてだけ

ではなく一社会人としてどうあるべきか、その大きな背中で育てていただいた賜物です。感謝

申し上げます。そして、技師会の仲間にも心から感謝いたします。皆様のご指導ご支援のおか

げです。ありがとうございました。 
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新役員紹介 

 
引き続き副会長を仰せつかり

ました横須賀市民病院の須藤

です。 

若い理事ともにがんばります、

皆さん行事に参加してくださ

い。 

技師会への要望は近くの理事

までお願いします。 

 

副会長２期目を任命されま

した横須賀共済病院の濱田

です。松村会長・須藤副会

長とともに２期目に突入で

きました。会長へのサポー

トと、会員のための技師会

活動、この二つの目標はほ

ぼ合格点を貰ったものだと

勝手に思っています。閑野

相談役が名誉会員となり、

千葉相談役が叙勲されたのはとても嬉しいニュース

でした。偉大な先輩方の足跡を穢さぬよう本会の運

営を継続したいと思います。 

 

こんにちは。会計監査役 二田

勇です。よろしくお願いいたし

ます。仕事が夜７時過ぎないと

終わらないので、会議に出られ

ず申し訳なく思っております。

誕生日で６９歳になりますが、

赤ちょうちん、晩酌、楽しんで

おります。会計監査役は年１回

の総会時の役職ですが、皆様のお顔を拝見できるの

が楽しみです。本年度もよろしくお願いいたします。 

 

今期も横須賀・三浦放射線技師

会庶務として活動させていた

だきます 

衣笠病院の村雲俊広です。 

今年は技師会創立７０周年を

向かえますので頑張りたいと

思います。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期も庶務担当することになりま

した横須賀共済病院の菅原と言い

ます。今年は 70周年記念式典もあ

り、大変だと思いますがみんなで

がんばってやっていきたいともい

ますのでよろしくお願いします。 

 

庶務を担当する横須賀市立

市民病院の大澤進冴と申しま

す。理事を続けたいという意

欲があるわけではないのです

が今期で 4 期目となりました。

与えられた仕事で精一杯です

が、しっかり取り組んでいき

たいと思います。今期もよろ

しくお願いいたします。 

 

 

今回、会計理事となりました横須賀

市立市民病院の赤松です。 

以前には広報、地区委員と担当して

きましたが「幽霊理事」 

でご迷惑をお掛けしていたことを思

い出します。 

そのようなことにならないように他

の会計理事と協力しながら 

頑張りたいと思います。1 期 2 年よろしくお願いい

たします。 

 

みなさんこんにちは。横浜南共済病

院の西條です。今期も学術を担当さ

せていただきます。学術はメンバー

が大きく変わりました。不手際も多

いかと思いますが温かく見守ってい

ただけたらとおもいます。また、取

り上げて欲しいテーマなど随時募集

中です。２年間よろしくお願いいたします。 

 

No Image 

No Image 

No Image 
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新役員紹介の続き 
 

今期学術理事になりました、横

須賀共済病院の水野です。会員

の皆さんが興味を持って参加

できる勉強会を開けるように

頑張りたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

 

 

学術を担当することにな

りました横須賀市立市民

病院の高野と申します。

活気ある研究会を運営で

きればと思います。今年

の夏はポケモン GOのイベ

ントが横須賀市を舞台に

開催されるので、期待し

ております。夜によく職

質だったり年確されます

が、決して怪しい者ではないので、よろしくお願い

します。 

 

今年度から学術を担当するこ

とになりました横須賀市立市

民病院の山口直樹と申します。

まだ右も左もわからない新任

理事ですが、若さを武器に一生

懸命頑張りますのでよろしく

お願い致します。 

 

 

 

この度学術の担当になった

横須賀市立うわまち病院の

安原滉太です。まだまだ若輩

者ですが先輩方に迷惑が掛

からないよう、うわまち病院

の名に恥じないよう頑張り

たいと思っていますのでよ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介 
 

四月に衣笠病院に入職いたしました

多賀早也佳です。 

まだまだ若輩者でご迷惑お掛けする

ことも多々あるかと思いますが、一

生懸命頑張ります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

はじめまして。三浦市立病院で

働いています加藤大己です。地

元金沢文庫から三浦の先まで

毎日縦断しております。お会い

したらどうぞよろしくお願い

します。 

 

編集長のコーナー 
編集長の齋藤（三浦市立）です。いつもいつも原

稿をお寄せくださり皆様ありがとうございます。無

事第 130 号の発行に至りました。そして編集作業の

最後にはこのコーナーが待っています。苦手な方も

いますが私は割と好きで書いています。 

今回も私の住んでいる近くにある変わったお店

の紹介です。その名も『懐古堂』名前の響きから昭

和の臭いがしますが、実はこの前に金魚屋と付きま

す。そう、金魚の専門店です。葉山の木古庭にあり

ますがお店は少し高台にあって道路からは【のぼり】

しか見えません。気付かないで通り過ぎている人も

多いと思います。お店の外観はプレハブになってい

てオシャレ感は０です。そこに一風変わった店長さ

んと愛犬のジョン君がいます。お店の中には珍しい

金魚が沢山いますが、買うときには店長の厳しいチ

ェックが入ります。環境やら一緒に買う種類やらを

聞かれるのでご注意を！ただ色々聞けば優しく教

えてくれるので金魚にご興味がある方は一度お店

を探してみてはいかがでしょうか。ちなみにこのお

店は飼育用の器具や専用の餌なんかも開発してい

るらしくネットショッピングでも懐古堂の商品と

して売っていたりします。謎の多いお店です。私の

家には娘にせがまれ買った（飼った？）金魚が 2匹

います。子供が欲しいといったのに直ぐに飽きてし

まい結局親が世話をするというお決まりのパター

ンになっています。 
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