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巻頭言
横須賀・三浦放射線技師会 副会長 須藤 敏

第一印象

私たち診療放射線技師はサービス業である。ゆえに第一印象は
大切である。
笑顔ではっきりとわかりやすい話し方で挨拶をする。相手に好印
象・安心感を持ってもらえなければ検査がうまく進まない。当然だ
が清潔感がある服装と身なりは必須である。
朝のうちは笑顔で対応できるが、11 時を過ぎて忙しくなってくると
笑顔が少なくなっている自分がいる。これでは駄目だと思っていて
も、余裕がなくなると対応がぶっきらぼうになってくる。
先日、採用面接試験があった
「何々大学四年の○○△△です」。
表情が硬くないか、身なりはきちんとしているか、ワイシャツの上部のボタンを留めているか、靴はき
れいに磨かれているか、スーツにしわがないか、ネクタイは曲がっていないかを素早くチェックする。
「どうぞ、かばんを置いて、おかけになってください」。
緊張した雰囲気で受験者が椅子に座る。受験者の目をみて「志望動機を教えてください」と試験官が
質問する。
この日のために、何回も何十回も練習をして、言葉を一語一句暗記して練習してきたのに、緊張して
うまく話せない受験者が多い。
ふと手元を見るとリラックスした雰囲気を心がけること、試験官の注意書きにある。
「ちょっと、緊張しているみたいなのでゆっくりと深呼吸をしてください。」
「まずは、ご自身の出身地の PR をお願いします。」
「もう一度、志望動機をお願いします。」
少しリラックスをした空気が流れ、穏やかに面接が始まる。
15 分ほどの面接で合否を決めなければならない。ここでも第一印象のポイントが大きい。
第一印象が良いと、途中で若干はずれても点数は甘くなる。
だが、落ち着きがなく身体を動かす、ぼそぼそ声が小さいなど第一印象が悪いと、途中での挽回は
厳しい。成績が良いのも大切だが、それ以上に第一印象は大切だ。
私は第一印象の良い人を採用したい。
何故なら、診療放射線技師として、患者さんと接する時はもちろん、他職員と接する時も第一印象は
大切である。この人感じ悪いと思われたら、相手に受け入れられるまでに時間がかかる。
私自身も笑顔を大切に対応してゆきたい。
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平成 30 年度庶務経過報告
平成 30 年 06 月 22 日
平成 30 年 06 月 28 日

・西湘地区より 2018 年度納涼会の御招待の案内を受理
・平野弥結氏（南共）、竹内悠氏（南共）、長谷川英央氏（南共）、若色涼子氏（市民）の入会
原簿を受理
平成 30 年 06 月 30 日
・千葉相談役叙勲祝賀会を本会有志により開催
平成 30 年 07 月 03 日
・会員、村松康久氏（自宅）の退会を受理
平成 30 年 07 月 04 日
・広報誌 130 号発送完了
平成 30 年 07 月 05 日
・第 2 回三役会開催（衣笠）
平成 30 年 07 月 06 日
・JART より「平成 30 年度診療報酬改定の検証調査」のアンケートの案内を受理＆メール配信
・仲大貴氏（うわまち）、浅井博之氏（うわまち）の入会原簿を受理
平成 30 年 07 月 07 日
・学術企画第 122 回研究会開催（ヴェルクよこすか）
・福利厚生企画三部合同納涼会開催（Beer&BBQ KIMURAYA 横須賀中央）
平成 30 年 07 月 11 日
・JART 災害対策委員会より豪雨被害情報について（お願い）の案内を受理＆メール配信
平成 30 年 07 月 19 日
・第 2 回理事会開催（産業交流プラザ）
・会員、井上和樹氏（南共）の退会を受理
平成 30 年 07 月 20 日
・西湘地区 2018 年度納涼会に松村会長が出席
平成 30 年 07 月 31 日
・会員、長澤春菜氏（衣笠）の退会を受理
平成 30 年 08 月 03 日
・NAS チーム納涼会を開催（土間土間 横須賀中央店）
平成 30 年 09 月 07 日
・福利厚生秋の企画 うみかぜ公園バーベキューのご案内をメール配信
平成 30 年 09 月 15 日
・「横須賀市医師会不正アクセスについて」の案内を受理＆メール配信
平成 30 年 09 月 18 日
・平成 30 年度 第３回三役会&理事会開催案内をメール配信
平成 30 年 09 月 20 日
・横須賀市災害時救護訓練への参加について(お願い)の案内を受理＆メール配信
平成 30 年 09 月 21 日
・広報よりの依頼者リストに基づき広報誌 131 号への寄稿依頼についてメール配信
平成 30 年 09 月 25 日
・横浜南部地区放射線技師会創立三十周年記念式典・祝賀会の案内を受理＆メール配信
会員数 159 名 賛助会員 18 社

学術報告
第 122 回研究会が平成 30 年 7 月 7 日、15：00〜17：00 にヴェルク横須賀で行われました。参加数は会員 56 名、
賛助会員 10 名でした。また、納涼会も同日に開催され今年度最初の研究会として盛況でした。今回はテーマを設け
ず新人さんをはじめ幅広く参考になる内容であったと思います。
【第１２２回 研究会】
情報提供
『MR 検査の概念を変える超高分解能技術の紹介』
キャノンメディカルシステムズ株式会社 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
『知っておきたいバリウムの副作用』
堀井薬品工業株式会社 岡崎 篤史 氏
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
次回は第１２３回研究会です。日にちは１１月８日（木）18：45〜 ヴェルク横須賀にて行ないます。
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ＮＡＳチームからのお知らせ
第１４回放射線災害時のスクリーニング作業の実際について（実践講習会）
主催

横須賀三浦原子力災害特別派遣チーム
神奈川県放射線管理士部会
（公社）神奈川県放射線技師会災害対策委員会

本年度も標記講習会を、横須賀三浦原子力災害特別派遣チーム、神奈川県放射線管理士部会、神奈川県
放射線技師会災害対策委員会との共同開催にて、下記により開催致します。
つきましては、ご多用な折恐縮ですが、多くの方のご参加をお願い申し上げます。
記
日時：平成３０年１２月１５日（土） １４：４５〜１８：００
場所：横須賀共済病院５階講堂
参加費無料
受付開始：１４：００
（横須賀共済病院へのアクセス http://www.ykh.gr.jp/access ）
プログラム
１部：講演（１４：４５〜１６：2０）
司会 ＮＡＳチーム・横須賀市保健所
井上晴行
① 診療放射線技師として災害に備える
1４：４５〜1５：３５（５０分）
神奈川県放射線技師会災害対策委員会
横須賀共済病院
沼田恭一
② 原子力災害時医療中核人材研修に参加して

1５：４0〜1６：２０（４０分）
横須賀市立市民病院

大澤進冴

休憩（１６：２０〜１６：３０）
２部：実践演習（１６：３０〜１８：００）
司会
① サーベイメータの使用方法＆実践（１５分）

NAS チーム・横須賀市保健所
ＮＡＳチーム・横浜南共済病院

② セグメント法について（1０分）

井上晴行
磯野裕太

神奈川県放射線管理士部会
ＮＡＳチーム・済生会横浜市東部病院 橋本輝美

③ タイベックスーツの着用方法＆実践（６５分）
（着用後セグメント法の実践も行います。）
ＮＡＳチーム・横須賀市立市民病院

小林輝雄
以上

※ご注意※
上記のプログラムは変更されることがあります。横須賀三浦放射線技師会のホームページ上(http://ymart.jp/)
での記載が最新版となります。ご了承のほどお願い致します。
メールにて事前申し込み（JART No.、所属施設名、氏名、の記載を必須とさせていただきます）をお願い致しま
す。申し込み先、問い合わせは、ＮＡＳチーム mail: nas.hibaku001@ymart.jp
尚、講習会参加者には、JART 生涯教育カウントが付与される予定です。
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新理事紹介
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。
はやいもので、今期で６期目になります。
今年度も１２月にスクリーニング講習会を企画しておりますので、多くの皆様の参加をお待ちし
ております。又スタッフの皆様もご協力お願い致します。
被ばく医療担当理事の大石です。スクリーニング講習会もマンネリにならな
いように悩みますが優秀な仲間が支えてくれています。是非、参加して下さ
い。また、スタッフに入って盛り上げて下さい。宜しくお願いします。
NAS チーム理事に就任しました横須賀市立市民病院の林です。
NAS チーム主催のスクリーニング講習会では主にタイベックスーツの着脱講習を行っています。不
慣れなこともございますがよろしくお願いいたします。

組織委員 4 期目の横須賀共済病院の早瀬卓矢です。組織委員の活動を通じて、地区技師会と県
技師会を盛り上げていきたい所存です。宜しくお願い申し上げます。

今期で 7 期目の YMBIT を担当致します、横須賀共済病院の堀と申します。
早速ですが、セグメント法マニュアルに続き、セグメント法実践動画を youtube に登録いたしました。
まだご覧になられていない会員の方は、この機会にご視聴頂ければ幸いです。
今後も YMART の活動を、ホームページという形で皆様に発信していきたい
と思っております。よろしくお願い致します。
今年度も福利厚生理事を担当させていただきます、横須賀市立うわまち病院の田邉です。福利厚
生メンバーの一員として会員のみなさんが喜ぶような景品、参加したくなるような行事を考えていき
たいと思います。
横須賀市立市民病院の福重です。継続で福利厚生理事の代表になりました。
最近は若年層の参加が多くなって飲み会も活気づいてきたと思います。これからも会員の皆様に
参加して良かったと思っていただける企画を考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。
ご迷惑お掛けするかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

横須賀共済病院の木下翔です。
福利厚生理事の続投で二期目になります。
今までは周りの方々に支えて頂き、なんとか全うすることができました。
まだまだ分からないことだらけですが、どうぞよろしくお願いします。
福利厚生理事の本田です。
日頃より福利厚生企画にご協力いただきありがとうございます。
今後も秋の BBQ、忘年会と皆様に楽しんでいただける企画を計画していきたいと思っています。よ
ろしくお願いします。
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ＯＢだより

日中友好の架け橋
お達者ボーイズ

武陵源（ぶりゅうげん）：中華人民共和国湖南省張家界市にあるユネスコ世界遺産。
Ｃ葉はこれまで知りませんでした。映画「アバター」の舞台になったことで有名になった地です。いつものように旅好き
のＮ倉先生からの提案でした。Ｍ井先生とＣ葉はすぐその話に乗ります。後々Ｃ葉がバグって大混乱になるのですが、
さてさて。日程は平成 30 年 9 月７日から 11 日までの 4 泊 5 日。
さあ１日目。いつものようにＮ倉先生のモーニングコール。Ｎ倉先生は久里浜、Ｃ
葉は衣笠、Ｍ井先生は逗子から横須賀線グリーン乗車。と、車内に入れないＭ井先
生！車内のドアは自動じゃないンだってば。かるくランチしながら成田空港へ。酒は
いつもの６〜７割程度しか飲みません。今回はいつもと違うのです。ビジネスクラス
搭乗です。ビジネスクラスですよ！ということは、Duty Free で日本酒を手に入れたら、
ラウンジで飲んだり、搭乗したらシャンパンで乾杯して機内食も頂戴しなくてはならな
いのです。ANA なのでなんの心配もなく、ワインとか日本酒のおかわりも上手にでき
てご満悦のお達者ボーイズです。武漢到着 22 時。総勢 10 名のツアー。夜遅いのですぐに就寝。
２日目。お達者ボーイズの朝は早く支度もスムーズ。新幹線で長沙へ。武漢駅構内へ入場するのに空港並みのセ
キュリティチェック。厳しい。新幹線は日本の「のぞみ何チャラ」という以前の流線型タイプに似ている。時速 300km。
快適。検札の女性は真っ赤なスーツでとてもクール、ちょっと怖い。1 時間 30 分ほどで長沙到着。バスに乗り換え武
陵源へ。およそ 350km、5 時間。途中常徳徳山という町で昼食。本場中華より和風中華が口に合うかな。そこからさら
に 1 時間 30 分ほどで索渓峪自然風景保護区にある黄龍洞という大規模な鍾乳洞。地下水路を小さな船で見学。バ
ス駐車場から鍾乳洞までの小さなアーケード両側には土産物や食べ物売りの店が。客引きのスピーカーがそれぞれ
の店から大音量不協和音。開いた口がふさがらないが耳と鼻はふさぎたい。**ガイドは呉 敏さんという 40 過ぎの男
性、長沙に在住し 2 歳の男の子がいるらしい。この辺に住むのは少数民族で土家
族と説明される。中国にはいくつかの少数民族・言語があるようだが土家族も独
特の言葉のようだ。ファッションでは見分けがつかない。** 今夜は武陵源のホテ
ル宿泊。夕食後ホテル隣のスーパーへ、目的は紹興酒購入。湖南省は茅台酒が
メインなのでなかなか見つからない。執念で 1.5ℓ入の壺発見。35 元（1 元 16 円ほ
ど）。日中貿易摩擦を少しでも解消する。お達者ボーイズはいつからかグローバリ
ズムという単語を学んでいるのだ。部屋戻り 1.2ℓほど消費。
３日目。今回ツアーのメイン、張家界観光。出発は 9 時。ベランダから見えたホテル向かい側の鐘楼を散策すること
に。メインストリートは早朝でも車の往来が激しく、車優先で横断歩道がないため自己責任で横断。昨夜の残りの紹
興酒を流し込んだので度胸はある。朝飯の食堂の湯気やバイクの行き交う通りを抜け、勝手に路地に入り鐘楼正門
へ。なかなかの風情。後でガイドに話したら歩行者天国の通りだったよう。ま、地元の朝を感じて良かったかな。さ、
袁家界風景区へ。断崖絶壁に世界最長の屋外エレベーター、百龍エレベーターに乗る。ガラス張りから離れていて
よかった。なんでこんな危険なものを作るのか？とっとと降りて天下第一橋へ向かうが大ラッシュアワー。どこが橋だ
か分からないまま黙々と修行僧のように歩く。あんまり意味がなかった。そこからひたすら断崖絶壁を歩き、高さ
200m を超える巨大な珪岩が柱となり約 2100 本も林立する奇観・武陵源を眺める。確かに映画アバターの世界。足が
すくむ。誰がアバターになんかなるか。Ｍ井先生はキャメラに夢中で段を踏み外し転倒、危うく奈落の底だった。悲劇
はいつ訪れるかわからないので細心の注意が必要だ。幸いキャメラも先生も無事でよかった。空は快晴。この辺り一
帯を天子山自然保護区という。天子山ロープウエイで下山する。ゴンドラは 8 人乗り、
震えるＣ葉を同乗者が笑う。人はなぜ高いところが好きなんだろうか。這々の体でホ
テルに戻り再び隣のスーパーで例のものを調達。ＯＢ苦楽部は日中友好の懸け橋
なのだ。新潟から参加のＵ夫妻を招くことにする。部屋番号がわからずフロントとケ
ータイ翻訳で話す。英語も土家族語も不自由で珍問答。しっかり聞くようにとＮ倉先
生。はい。やっと通じて新潟のご夫妻を交え一献。新潟といえば中越地震の時に新
潟県技師会にワンコイン義援したことを思い出す。縁は大事にしなきゃ。中身の 1.5ℓ
を消費された壺は、紹興酒のアバターと化す。
6

N0.131 Vol.44-No.2 OCT.2018 横須賀･三浦放射線技師会報
４日目。天門山国家森林公園観光。旅行日程に
「中国一の長いロープウエイで山頂へ。天門山山頂
周辺散策、希望の方はガラスの歩道をお楽しみくだ
さい。その後天門洞を見学します。」とある。楽しそう
〜〜〜。ロープウエイは全長 7,455m。地上からの
高さもハンパない。頂上付近の絶壁に貼りつくよう
に長い梯子、メンテナンスの為だって。人間は登れ
りゃあしない、絶対に。さらに上昇すると今度は垂直の壁に人工の樋みたいな
遊歩道？歩いている人が見える。意味が解らない。転落事故誘発危険区域。ロープウエイを
降りると嫌でも通らないと次に行けないようになっている。岩壁伝いに危険区域を通過。今回
だけは別の人に紀行文を書いてもらったほうがよかったと思う。***張家界市の市花はハンカ
チの木という。別名鳩の木。白い二枚の苞葉が翼を広げた鳩
に似ている。天門山のハンカチの木は開花の時期ではなかっ
た。***さて、ガラスの歩道へ。すでに panic disorder のＣ葉は
冷静に中国の有名な教えを守る。君子危うきに近寄らず。メン
バーの帰りを待ち天門洞へ向かう。なんと、山の中に長いエ
スカレーターが幾つもあり下山？する。20 基以上あった
ような。着いた先に巨大な岩の穴、天門洞。麓まで 999
段の階段が続く。大変なので再び山中エスカレーターで麓へ。見上げるとまるで空へ向
かう門のようにぽっかりと口を広げている。昔の人も現代の人も天に向かう門として崇め
ている。階段で上る人は豆粒ほどの大きさ。自然の中での人間の小ささよ。この天門洞
は天門山の中腹でここからさらにホントの麓までバスで下山する。険しい山に万里の長
城のような道路で急カーブの連続。それでもスピードを緩めないバスはスリル満点どこ
ろか危険極まりない。昼食の雪花ビールで一息つきバスで長沙駅へ向かう。約 360km、5 時間。長沙駅から新幹線で
武漢へ戻る。中国内の総移動距離およそ 1,800km。ホテル帰着 22 時、明日の帰国の準備をして就寝。
５日目。空路 ANA ビジネスクラス直行便で帰国の途に。ビジネスクラスはもう慣れているのでドリンクもすすむ。Ｎ倉
先生は日本酒をチョイス、Ｍ井先生はシャンパン、Ｃ葉はワインと各々自己主張するが、お互い協調しながら成長し
ている。成田空港横須賀線ホームでワンカップを入手し乗車。紹興酒もワンカップがあればいいのになんてどーでも
いい話をして時が経ち、Ｍ井先生は横浜で下車。出来上がってしまったＮ倉先生とＣ葉は衣笠オタコーで仕上げた。
数日後、横須賀中央のいつもの居酒屋に集う。久々にＫ村先生の顔もありフルメンバー。次の物語を夢見る、どこ
か青臭さの残る思春期のお達者ボーイズである。
継続 to be continue つづく

ペンリレー
横須賀三浦放射線技師会の皆さま初めまして。横須賀エリアの基幹病院を担当してお
ります、エーザイ株式会社鈴木景子と申します。
私は２００５年にエーザイ株式会社に入社しました。最初の赴任地は徳島県の鳴門
市を担当していました。徳島といえば阿波踊りが有名ですが、わかめやすだち鳴門金
時など豊富な食材もあり、食いしん坊にはとても魅力的な土地でした。その時一番は
まっていたのがダイビングです。現在も趣味の旅行とかねて、沖縄や海外にダイビン
グに出かけることがあります。良いスポットがあれば是非教えてください！その後、
赴任したのが和歌山で荘厳な自然が魅力的な熊野古道付近を担当しておりました。担
当がほぼ山の中という、都会の神奈川在住の皆様には想像しがたいエリアを担当して
いました（笑）狸が普通に歩いており道をふさがれることもしばしばでした。
出身は兵庫県です。兵庫といっても神戸ではなく、世界遺産姫路城がそびえる姫路市付近の出身です。春
には大きなお堀のそばに桜が一斉に咲き、とても美しい風景が見られます。
弊社は非イオン性造影剤イオメロンと環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤プロハンスの情報提供をさせてい
ただいております。不慣れなことも多く、ご迷惑をおかけする事もあるかもしれませんが、誠実で丁寧をモ
ットーに頑張っていきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻を頂ければうれしいです。よろしくお願いい
たします。
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新人入会員紹介
4 月から横須賀市立市民病院
に入職しました若色涼子と申
します。出身は栃木県です。
趣味は 写真撮影 で特に星空
撮影や料理を撮ることが好き
です。まだまだ勉強することも
たくさんあり、未熟ではありま
すがよろしくお願いします。

この度新規入会いたしまし
た、横須賀市立うわまち病院
の淺井と申します。前職場で
は放射線治療を専ら担当して
いましたが、診断領域への興
味が捨てきれず思い切って転
職をしてきました。フランクに
接して頂ければ嬉しいです。

横浜南共済病院の平野
弥結です。
まだまだ分からないこと
も沢山ありますが、これ
からも頑張っていきたい
と思いますのでよろしく
お願いします。

横浜南共済病院 竹内 悠
福井県出身で、就職にあたり
関東に出てきました。上京して
今一番わくわくしていることは、
関東で冬を越すことです。雪が
積もらない冬は初めてで楽しみ
です。これからよろしくお願いし
ます。

福利厚生報告
去る 7 月 7 日(土)Beer＆BBQ KIMURAYA 横須賀中央にて三部合同納涼会を開催しました。今年の
参加人数は会員 45 名、賛助会員 5 名の計 50 名と多くの方に参加して頂きました。皆さんのおかげで
おいしくビールを嗜むことが出来、今年の猛暑を乗り切るための英気を養うことが出来たのではない
でしょうか。12 月には恒例のボーリング大会、忘年会を予定しています。景品も魅力あるものをご用
意するつもりですので、たくさんの方の参加をお待ちしています。

新理事紹介
広報理事を担当しています、三浦市立病院齋藤です。皆様にはいつも広報誌作成にご協力いただ
きありがとうございます。もはや何期目かわかりませんが広報誌を編集するようになってから内容が
代わり映えしないので何とかしたいと思う今日この頃です。

今年度より横須賀三浦放射線技師会で広報を担当させて頂く横須賀共済病院の大嶋光と申します。
まだまだ未熟ではありますが、広報担当として頑張らせて頂きますので宜しくお願いします。

広報担当します、横浜南共済病院の
廣嵜です。よろしくお願い致します。
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