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～医療崩壊にならぬために～ 

 

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 

 

この広報紙が皆様の手元に届く頃には、新型コロナウィルスの

流行が少しは下火になっているでしょうか。なにしろ新型という事で、

これを書いている２月中旬の時点では、新型ウィルスの正体がま

だ確たるものではありません。そういう訳なのでいろいろと想像して

みます。まず、コロナウィルスというのは高温多湿の環境に弱いそ

うです。ですので、おそらく３月、４月、暖かくなる頃には、流行のピ

ークを過ぎていることを願います。夏、東京オリンピックの頃には、

もっともっと下火になっていて欲しいな、なんて思います。 

 

我々は医療従事者ですから、具合の悪くなった友人などから相談を受けることがあります。その際

に、「いつもの風邪と変わらない感じならば、慌てて病院の救急外来を受診したりして、新型かどうかを

知ろうとするべきではない。」とアドバイスすることにしています。加熱したマスコミ報道のせいで、恐怖

を募らせてしまっている事は十分に理解できます。しかし市民の方々がこのように冷静な行動ができ

るかどうかで、医療崩壊を防ぐことが出来ると思うのです。重症者も軽症者も、感染していない家族ま

でもが病院に殺到してしまったら、病院の待合、そこで院内感染が起こるのは必然です。何度も見せら

れた映像、隣国の二の舞にさせてはいけない。 

 

２月中旬の時点では検査キットの開発が急がれておりますが、これも現代の科学なら恐らく近いうち

に実現する事でしょう。ただし、これがどこの医療機関でも検査できるとなってしまうと、高熱も出てな

いのに確定診断を求めて市民が病院に殺到し、待合室で院内感染が起きかねません。もともと治療

薬すらまだ無いのですから、確定診断を受けたところであまり意味がないと思うのですがどうでしょう。

それよりも重症化が懸念される高齢者や持病のある人達を守らなくてはならないと思うのです。  

 

高熱が続いて息苦しいなどの重い症状がある場合は、迷わず病院を受診した方が良いのは言うま

でもありません。厚労省が示した目安、風邪の症状（強いだるさや息苦しさ）があり３７．５度以上の発

熱が４日以上続く時は相談センターへ。 

 

新型コロナウィルスにマスクは有効なのか？いや、全く役に立たない、などという議論はありますが、

それはそれで認めつつも、私はマスクをお勧めします。もともと、この時期インフルエンザや花粉症を

予防するためにマスクをする人は多いと思うのですが、このマスクと手洗いが、この日本を救うと本気

で考えております。インフルにかからぬよう、花粉症の症状がひどくならぬよう、一定の予防効果が確

実にあるからです。これをしなかったために具合が悪くなって救急外来にかかり、待合室で新型コロナ

に感染なんて本末転倒だと思うのです。 

我々、地域の医療者の説明能力なんて微々たるものでしょうが、この国の医療崩壊を少しでも防ぐ

一助となりたいものです。 
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令和元年度庶務記録 
  

令和元年 10月 14日  ・神奈川県保健衛生表彰知事表彰の決定をメール配信 

令和元年 10 月 25 日 ・横須賀市医師会より災害時救護訓練事前説明会のお知らせを受理＆メール

配信 

令和元年 10月 31日  ・会員井上 賢（いのうえ まさる）氏（横共）の退会を受理 

・福利厚生企画 ボーリング大会＆忘年会の案内を受理 

令和元年 11月 03日  ・柳澤相談役の訃報をメール配信 

令和元年 11月 05日  ・柳澤相談役の葬儀に松村会長、濱田副会長が参列 

令和元年 11月 06日  ・柳澤相談役の告別式に須藤副会長が参列 

令和元年 11月 08日  ・福利厚生企画 ボーリング大会＆忘年会の案内をメール配信 

令和元年 11月 11日  ・広報誌 134号発送完了 

令和元年 11月 12日  ・第 4回理事会・賀詞交歓会開催日変更の案内をメール配信 

令和元年 11月 14日  ・学術企画第 125回研究会(ナイトセミナー)を開催（ヴェルクよこすか） 

令和元年 11月 15日  ・横須賀市医師会より会長宛て賀詞交歓会の案内を受理 

令和元年 11月 18日  ・横浜南部地区技師会より第 3回勉強会・忘年会の案内を受理＆メール配信 

令和元年 11月 20日  ・神奈川県保健衛生表彰知事表彰を羽布津相談役が受賞 

令和元年 11月 28日 ・神奈川県放射線技師会新春情報交換会の案内を受理 

令和元年 11月 30日 ・第 15回スクリーニング講習会（横共）を開催 

令和元年 12月 07日  ・福利厚生企画 ボーリング大会＆忘年会を開催 

（八景ボウル＆居酒屋 おぼろ金沢八景店） 

令和元年 12月 14日  ・横浜南部地区技師会より第 3回勉強会・忘年会に松村会長が出席 

令和元年 12月 18日  ・第４回三役会（衣笠）＆第４回理事会・賀詞交換会（産業プラザ）開催案内を 

メール配信 

令和 2年 01月 09日  ・令和元年度 第４回三役会を開催（衣笠） 

令和 2年 01月 11日  ・横須賀市医師会賀詞交歓会に松村会長が出席 

令和 2年 01月 14日  ・第 31回横須賀三浦・横浜南部地区放射線技師会合同勉強会の案内を受理 

令和 2年 01月 15日  ・第 31回横須賀三浦・横浜南部地区放射線技師会合同勉強会の案内をメー 

ル配信 

令和 2年 01月 17日  ・神奈川県放射線技師会新春情報交換会に松村会長、千葉相談役、濱田副 

会長（県理士部会）が出席 

令和 2年 01月 18日  ・第４回理事会・賀詞交換会を開催（産業プラザ） 

令和 2年 01月 31日  ・西湘地区より西湘放射線技師会新年会の案内を受理 

令和 2年 02月 02日 ・広報よりの依頼者リストに基づき広報紙 135号への寄稿依頼についてメール

配信 

令和 2年 02月 06日  ・令和元年度総会・懇親会の案内をメール配信 

令和 2年 02月 07日  ・西湘放射線技師会新年会に松村会長が出席 

令和 2年 02月 08日  ・第３１回横須賀三浦・横浜南部地区放射線技師会合同勉強会＆懇親会開催 

会員数 162名 賛助会員 18社 
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会員・賛助会員・関係者各位                        令和 2年 2月 21日 

 

令和元年度総会開催のご案内 

  

横須賀三浦放射線技師会事務局 

  

令和元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、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を受け、参加者及び関係者の健

康・安全面を最優先に考慮した結果、総会後開催予定であった懇親会は、中止とさせ

ていただきます。楽しみにされていた皆様や、関係者の皆様には多大なご迷惑をおか

けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解のほど、よろしくお願いいた

します。 

記 

＜総会＞ 

日 時 令和２年３月２１日（土）15:00～ 

会 場 横須賀共済病院５Ｆ講堂 

  

＜懇親会＞は中止 

  

【総会参加者の皆さまへのお願い】 

・発熱などの症状がある方は来場をご遠慮ください。 

・新型コロナウイルスへの感染疑いがある方は来場をご遠慮ください。 

・感染予防のため、理事役員およびスタッフはマスクを着用しております。 

・ご来場の際にはマスク着用と消毒液のご利用をお願いいたします。 

・感染予防対策へのご協力をよろしくお願いいたします。 

  

【総会会場での感染予防対策】 

・会場前に除菌用アルコールをご用意しております。 

・手指等の消毒用に、アルコール除菌シートをご用意しております。 

  

※ 準備の都合上、3 月 6 日（金）までに本会事務局まで出欠をお知らせください。 

※ 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、濱田順爾 

 

mailto:ymart001@ymart.jp
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令和元年度横須賀三浦放射線技師会総会次第 
 

３月２１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 令和元年度事業報告 

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令和元度会計決算報告 

令和元年度一般会計決算報告     

③令和元年度会計監査報告     

④令和２年度役員改選 

選挙管理委員会報告 

⑤新会長挨拶および令和２年度事業計画案  

⑥令和２年度会計予算案 

令和２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       

 
 



N0.135 Vol.45-No.3 MAR.2020 横須賀･三浦放射線技師会報  

6 

 

 

令和２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 
 

 

令和元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   

令和２年３月６日（金）17：00 まで 

 

3.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。 

 

4.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 

  横須賀市保健所 森田 洋郎  046－822－4361  

  横浜南共済病院  中島 義人 045－782－2101  内線 1114 
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令和元年度第３回理事会議事録 
＊日時 １０月１０日(木) 18:30より 

＊場所 横須賀共済病院 第４会議室（Ｓ棟２階） 

 

＊議題 

１）松村会長挨拶 

２）各部経過報告 

１．庶務 

２．会計 

賛助会費納入のお願いについて 

賛助会費の納入がまだということで、本日（10/10）納入のお願いを郵送した。 

３．学術 

４．福利厚生 

・ 忘年会のボウリングに関して 

ボウリングは、汐入が使えないということで、場所を変更する話し合いは進めてい

る。文庫にあるボウリング場になると思うが、決定は案内で。 

・ 忘年会について 

例年の横須賀中央近辺ではなく、ボウリング場の近場で忘年会を行うことになり

そうとのこと。 

５．広報報告 

・ 理事会報告を広報誌に載せる件 

今後、理事会報告を載せるかどうかは三役の承認があれば出す形でいきたい。

広報誌１３４号に関しては、第 1 回、第 2 回理事会の報告と前回の総会で規約の

改正があり、会長が会員に知らせたほうが良いのではとおっしゃっているので規

約も載せる。発行は 10月中を予定。 

６．緊急被ばく医療 

・ スクリーニング講習会の件 

当会のホームページや神奈川県放射線技師会のホームページにも案内を出して

いる。また当会会員以外の参加も OK。 

７．組織委員 

８．YMBIT  

・ 理事会報告をホームページに載せる件に関して 

ホームページは誰でも見られてしまうことや理事会報告を広報誌に載せているの

で会員は知ることができる状況。そのため今と同じように時期を遅らせてホームペ

ージに広報誌を載せる。ホームページではそれを会員に見てもらう。早めにお知

らせしたいことがあった場合は、研究会の案内と同様、会員へのお知らせの形で

「理事会報告」などの題名の PDFを載せることに決定した。 
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４）その他 

① 横須賀市医師会救護訓練の案内 

各施設から参加者は出ているのと救急センター勤務者も出ている。技師会として参加

できるのであれば、参加してくださいとの案内。 

② 第１５回スクリーニング講習会の案内 

③ 鈴木忍先生叙勲祝賀会の案内 

鈴木先生は医師会の会長をやられていた方。また救急センターを設立の時に携わっ

た方であられる。 

 

令和元年度第４回理事会議事録 

＊日時 １月１8日(土) 15:00より 

＊場所 ベイスクエアよこすか一番館 3階 

産業交流プラザ第 2研修室 

＊議題 

１）松村会長挨拶 

２）各部経過報告 

1. 庶務 

2. 会計 

3. 学術 

4. 福利厚生 

5. 広報報告 

・ 理事会報告を広報誌に載せる件 

今後、年度１回目の広報誌には総会の議事録を掲載。 

２回目の広報誌には第１回、第２回理事会の議事録を掲載。 

３回目の広報誌には第３回、第４回理事会の議事録を掲載。 

上記を原則とする。 

6. 緊急被ばく医療 

・ セグメント法論文化について 

セグメント法が論文化され今年のどこかの JART誌に掲載されるとのこと。 

7. 組織委員 

・ 業務拡大に伴う統一講習会について 

業務拡大に伴う統一講習会は、神奈川開催は今年度で最後。受講がまだの方

は是非受講を。 

8. YMBIT  

・ セグメント法 Youtube 動画について 

セグメント法が論文化され、雑誌に掲載されるのであれば、現在当会のＨＰから

のアクセスのみ Youtube動画が見られるが、全ての方が見られるようにするべき

ではとの意見があった。→論文が掲載された後に話し合いの場を。 
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３）令和元年度総会次第 

⚫ 各部報告の担当者などを決定した。 

⚫ 会計監査の日程（3/4(水 )予定）、総会資料提出と出欠確認締め切りの日程

（3/6(金)）を決定した。 

４）その他 

① 横須賀市医師会賀詞交換会の案内 

松村会長参加 

② 神奈川県放射線技師会新春情報交換会の案内 

松村会長、千葉相談役参加 

③ 横浜南部地区放射線技師会忘年会の案内 

松村会長参加 

④ 神奈川県放射線技師会主催ボウリング大会の案内 

竹内氏（横須賀共済）、福重理事、大澤理事が参加予定 

⑤ 第 31回横須賀三浦・横浜南部地区放射線技師会合同勉強会の案内 

 

被ばく医療報告（スクリーニング講習会） 
 

１１月３０日（土）に、横須賀共済病院５階講堂にて、第１５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２７名でした。 

前半は講演で、「日本の原子力災害医療体制と神奈川県の現状」、「原子力災害時

医療中核人材研修に参加して」という演題で行いました。災害時にどのようなレベルで

どのような体制を取ったらよいかなど、改めて準備の大切さと知識が必要だと実感しま

した。 

後半は実習を行いました。サーベイメータの取り扱い方法や、タイベックスーツを着用

した状態で、セグメント法の実習を行いました。 

 長時間タイベックスーツを着ながら、スクリーニング検査を行いますと、汗もかきますし、

体力の消耗も大きくなります。なかなか実践できる機会はないと思うので、皆さんも是非

体験してみてください。 

最後に、NASチームの仲間として一緒に活動しておりました、済生会横浜市東部病

院の橋本輝美さんが１１月１３日に亡くなられました。この場を借りてご冥福をお祈りい

たします。 

被ばく医療理事 

横須賀市保健所 

井上 晴行 
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学術報告 
 

 

【第 125 回ナイトセミナー報告】 
 

去る 2019年 11月 14日（木）に恒例となりましたナイトセミナーを開催いたしました。 

会場はヴェルク横須賀４階会議室で 18：45～21：00で行い、参加者は 55名（会員 48名、

賛助会員７名）でした。今回は最新機器やソフトウェア、法令の話、幅広い内容なり若い

技師のみならずベテラン技師のとってもよい情報収集の場となったと思います。 

 内容は以下の通りです。 

 

『個別化医療を実現する最先端 CT』  

シーメンスヘルスケア株式会社 上垣 亜寿美 氏 

 

『非イオンモール性造影剤イオパークについて』         

富士製薬工業株式会社 加山 一義 氏 

 

『放射線技師のための必ず役立つ法令関係（医療法、電離則、RI等規制法）』 

住重アテックス株式会社 金川 政史 氏 

 

『SPRCT装置 NM830の使用経験』                   

横浜南共済病院 高橋 尚己 氏 

 

『頭部領域における局所被ばく低減機構の検討』  

   横須賀市民病院 若色 涼子 氏 

 

『GE社製 MRI Hyper Sense（圧縮センシング）の使用経験』  

三浦市立病院 齋藤 正樹氏 
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学術報告② 
 

 
【第 31 回 横須賀三浦・横浜南部地区合同勉強会報告】 

 
 

 2020 年 2 月 8 日（土）に第 31 回横須賀三浦・横浜南部地区合同勉強会をヴェルク横

須賀６階会議室で行いました。今回は会場の都合で 16：30～開始といたしました。また、

県技師会の学術大会の前日となりましたが、会員 55 名、賛助会員２名と多くの方に参

加していただきました。今回の内容は若手から中堅、第一線で活躍されている方と幅広

い発表となり密度の濃い研究会になったと思います。 

内容は以下の通りです。 

 

『CT造影剤の副作用とその対応』                    

横須賀共済病院  土本 嵩之 氏 

 

『当院の DWIBSの現状と脂肪抑制拡散強調画像の検討』      

横浜栄共済病院  大山 薫 氏 

 

『VRFA -TSE “Cube”を使った前立腺 3D画像の検討』        

三浦市立病院  齋藤 正樹 氏 

 

『高精細と従来 CTの空間分解能比較』 

神奈川県立循環器呼吸器病センター  太田 陽一郎 氏 

 

『Dual Energy CT を用いた骨挫傷描出の検討 -Bone Bruise Image- 』  

横須賀市立市民病院  能重 達匠 氏 

 

 

また、研究会後に懇親会を土間土間横須賀中央店にて開催いたしました。29 名の参

加者があり、こちらも演者さんはじめ若い方の参加もありました。笑い声がとぎれず、盛

り上がった懇親会となりました。 
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福利厚生報告 
 

12月 7日（土）に令和初のボーリング大会を八

景ボウル、その後、居酒屋おぼろ金沢八景店に

て忘年会を執り行いました。参加人数は会員 29

名、賛助会員 3名、横浜南部技師会様 5名の計

37名の方にご参加いただき、ありがとうございま

す。今回は横須賀ショッパーズが改装中で八景

ボウルでの開催で例年より不便だったと思いま

すが、皆様のご協力のおかげで非常に盛り上が

る会となり、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。 
 

 

編集長コーナー 
 

今回この広報誌 135号を発行するにあたり、編集作業をさせて頂いた横須賀共済病

院の大嶋と申します。編集作業は、まだ不慣れで読みにくい点があると思いますが、ご

理解いただけたら幸いです。 

表紙の写真は自分の頼れる後輩にお願いして、貰った写真の中から決めました。で

すので、ここでは自分が先日三浦海岸に遊びにいった時の写真を載せておきます。 

新型コロナウイルスが世間を賑わせていますが、この広報誌を手に取って読んでいる

皆様が健康で過ごせる事を願っています。 
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