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新年あけましておめでとうございます。

会員の皆さまにおかれましては、つつがなく新しい年をお迎えのこととお喜び申しあげます。

本年度は未年でありまして干支では８番目となり、その語彙には「まだ伸びきらずにいる木の

部分を描いたもの」とされ、「味」を表現し、果実に味が生じ始めた状態を表します。西湘放

射線技師会では４月の地区だよりにおいて公言いたしましたとおり、本年度は３つの取り組み

を軸に活動してまいりました。

まず1つ目の「公衆衛生への貢献」では、大久保実彦委員を主軸に渉外担当を設けまして、子

育て支援フェスティバルにおいて乳がん検診の啓蒙活動を行ってまいりました。今後は乳がん

検診のみならず、骨粗しょう症検診の啓蒙活動として骨密度測定も実施していきたいと思って

います。次に、「西湘放射線技師会事務局の設置」では、長岡敏事務局長を置き連絡や事務手

続きの一括化を行いました。続きまして「会報の刷新」では、高木敬紀、渡邉智彦、杉山正和

委員の活躍により、「地区だより」がA４版になりまして、画像も多くなり見やすくなったと

共に、活動や情報力伝達に力を注いできました。この様に、どの取り組みにも「味」がついて

きたと感じております。しかし、これらの「味」のつき始めた活動を更に「熟」させるのは、

会員の皆さまのご支援を無くしてはままなりません。これからも役員一同力を合わせ精進する

次第ですので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

最後に、西湘放射線技師会と地域医療の更なる発展、そして、会員の皆さまにとりましてより

良き年でありますよう心より祈念いたしまして、私からの「地区だより」新年の挨拶とさせて

いただきます。
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宗像　達也

巻頭言

西湘放射線技師会　会長



　西湘放射線技師会　副会長　磯貝和久

　新年明けましておめでとうございます。

　会員皆様がお健やかな新春をお迎えのことと思います。

　 早いもので、昨年の４月に副会長を拝命して、もう1年が経とうとしています。

　私自身、この1年間で何か成長できたものがあるかな、と自問自答していると

ころ年齢を重ねて記憶力の悪さが増しただけのように思えます。

　　平成２６年を振り返ると冬季ソチオリンピック、さらにはサッカーワールド

　カップブラジル大会と、スポーツの祭典に世界が湧いた１年でした。しかし医

　療界に目を転じますと「アベノミクス効果」が実感できないまま、消費税率の

　引き上げによる景気の冷え込みに加え、診療報酬の実質マイナス改定という

逆風に耐えた１年と思います。

　　西湘放射線技師会においては昨年より新しい役員として『渉外』が設けられ

　山近記念総合病院の大久保先生を中心に活動しています。活動内容として、市

　民に対して診療放射線技師としての放射線について様々なことを啓蒙啓発活動

　をしていきます。昨年５月に子育て支援フェスティバルに参加し、マンモグラ

　フィーについての啓発活動を行いました。これからも子育て支援を通して啓蒙

　啓発活動をしていきます。

　　 今年は『未』年です。なぜこの字を『ヒツジ』と読むのかと、云いますと一

　説によりますと、中国音では「未」は“ウェイ”だそうです、これがヒツジの

　鳴き声に似ているので「未」を「羊」にしたそうです。ちなみに羊が世界最古

　の家畜だそうです。

　　会員皆様のご健康とご多幸でありますように、これからも役員一同皆様から

　のご協力をお願いしつつ、末筆ではありますが新年の挨拶とさせて頂きます。
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新年の挨拶



　西湘放射線技師会会員、賛助会員の皆様　あけましておめでとうございます。
小田原市立病院を定年退職後、横浜市港南区　京急上大岡駅下車１分　医療法人社団　厚済会
上大岡仁正クリニック（透析86床・外来）に勤務しております。透析専門３施設と外来併設
１施設及び横浜じんせい病院（４月開院予定）の厚済会グループです。
平成２６年度春の叙勲に際し公益社団法人　神奈川県放射線技師会窪田会長のご推薦を賜り
瑞宝双光章を受章いたしましたことは身に余る光栄にただただ恐縮しております。西湘放射線
技師会会員の皆様にも厚く感謝申し上げます。
　平成２５年６月頃と記憶しておりますが、神奈川県放射線技師会より平成２６年度春の叙勲
に推薦をする旨の電話があり後日返事を下さいと連絡を頂き突然の事で受話器を持つ手が震え
たことを覚えています。
　西湘放射線技師会元会員の方々にも数名の受章者はおりますが技師会役員経験者や診療放射
線技師として学術発表等で実績を積んだ皆様であり又西湘放射線技師会の発展と放射線撮影技
術向上に尽力されてこられた先輩諸氏がいる中で私が受けていいものか辞退しようか悩みまし
たが長年地域の保健医療に携わってきた技師として又西湘地区の代表として有り難くお受けす
る事とした次第です。平成２６年４月２９日新聞発表１週間前に厚生労働省より叙勲決定の通
知が届きそれからが慌ただしい日々が続きました。５月１日、神奈川県庁大会議室にて勲記・
勲章の伝達式があり黒岩知事が受章者席まで直々に足を運ばれて授与していただきました。
５月１６日に全国都道府県会館神奈川県東京事務所に集合し事務所長様より祝辞を頂きその後
１日のスケジュールの説明があり厚生労働省にマイクロバスで向かい、厚生労働省では全国か
ら受章者、配偶者が一同に集まり厚生労働大臣の祝辞等の式典後皇居へとバスで向かいました。
皇居宮殿内｢豊明殿｣にて天皇陛下に拝謁の栄誉を賜りました。受章者、配偶者が整列してお待
ちする中、天皇陛下がお出ましになり中央壇上に立たれ｢今後も身体に気をつけてご活躍下さ
い｣との凛としたお声でお言葉を拝聴した時には背筋が伸び、感動いたしました。長く緊張の一
日でしたが身に余る栄誉と感動の時を頂きましたことを皆様に感謝申し上げます。今後も診療
放射線技師として微力を尽くしていきたいと考えております。皆様のご指導とご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。
　公益社団法人　神奈川県放射線技師会、西湘放射線技師会の益々のご発展と会員皆様、賛助
会員皆様のご健康とご多幸を祈念して受章の挨拶とさせていただきます。
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西湘放射線技師会会員　千葉　良助

瑞宝双光章受章
春の叙勲



第3回組織委員会に和田理事参加

平成26年度西湘放射線技師会学術講演会開催

宗像会長、小田原保健福祉事務所所長表彰

長岡理事、神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰

新春情報交換会に宗像会長と和田理事出席

西湘放射線技師会役員会開催

神奈川放射線だより医療施設紹介に山近記念総合病院　大久保理事寄稿

編集委員（高木理事・渡邉理事・杉山理事）地区だより作成

　平成26年11月14日（金）に小田原市立病院の看護師宿舎会議室にて秋季学術講演会
を開催致しました。今年度もお忙しい中38名（会員31名、演者発表賛助会員6名、県技
師会1名）の方々に参加していただき、有意義な会となりました。
　今年度より賛助会員の講演を3題に増やしFPD、ジェネリック造影剤、バリウム造影剤
についての講演をしていただきました。各社それぞれが興味深い内容で、会員の皆様も勉
強になったのではないかと思います。会員からはデジタルデータについてと、診療報酬に
ついての２題の講演をしていただきまして、こちらも普段の業務を行う上で意識しておく
べき重要な内容でした。
　最後に、肺CTについての特別講演をしていただいた松尾先生、講演をして下さった先
生方、そして参加していただいた会員の皆様にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。

　学術担当　稗田
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　会員の皆様、初めまして、湯河原胃腸病院の柳川と申します。

今年度より、西湘技師会に入会させて頂きました。よろしくお願い致します。

　私事ではありますが、現在36歳で独身・・・かなりヤバイと思いますが、もっとヤバイ

ことに5月に一緒に働いていた先輩が急に退職されて一人になってしまいました。今まで

の業務をこなすにはどの様にすればいいか考え、フラットパネルを導入しフイルムレスに

することに決め、10月末より切り替えることが出来ました。その際、知識も経験も無く

困っていたところ、先輩方やメーカーの方々には大変お世話になりました。この場をお

借りして御礼申し上げます。

フイルムからモニターへの移行を年配の先生に告げたところ『フイルムと同じ様に見れれ

ばいいけど・・・。』と言われ、自分もそこは心配していた所ですが先日、当院の理事長

がモニターで胸部の写真を見終えた後、モニターの右下を指でチョロチョロといじくり

始めたので、『ん？先生？どうしました？』と聞くと恥ずかしそうに、『フイルムと間違

えて取ろうとしちゃった』その言葉を聞き、今では安心して業務を行こなうことが出来て

います。

　よく分からない自己紹介になってしまいましたが、これからよろしくお願い致します。
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会員紹介①   湯河原胃腸病院の柳川と申します。 



はじめまして。神奈川県立足柄上病院の杉谷匡彦です。

私は学生時代より伊豆諸島の島へキャンプに行くなどしていましたが、就職してからはキ
ャンプ以外にも日帰りで楽しめる釣りや山登りをする機会が増えました。なので、今回は
自己紹介として趣味である釣りと山登りの魅力について話したいと思います。

釣りはイカ釣りを中心にオカッパリ（浜辺や堤防）などから釣りをしていま
す。早川～熱海あたりを中心に行っています。イカといえば夜中に船でライ
トを照らしながら釣るイメージがあると思いますが、実はオカッパリでも釣
れるのです。自由な時間に一人で行くこともできるので、当直明けや平日休
みなども有意義に過ごすことができます。そして自分で釣ったばかりの新鮮
な魚を捌いて食べるのも釣りの醍醐味です。釣れたての生きたままのイカを
沖漬けのタレに入れると、イカがタレを飲み込むことで美味しい沖漬けにな
ります。調理方法が広がる事も魅力の一つです。

山登りは箱根の山や丹沢などを中心に登っています。山登りの魅力はなんと
いっても美しい景色と登り終えた時の達成感です。山頂の景色だけでなく、
山頂に到着するまでに出会う大自然に囲まれた森林や川、滝など素晴らしい
景色は心癒されます。森林を抜けて山頂に到着すると、そこには大きく広が
った壮大な景色に出会う事ができ、心地いい達成感を得ることができます。
私が西湘地区で是非登って欲しい山は鍋割山です。
あの雄大な景色と山頂にある鍋割山荘の鍋焼きうどんの味は今でも忘れられ
ません。西湘地区はアウトドアをするには絶好のロケーションなので多くの
方に興味を持っていただけたら幸いです。
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会員紹介②  西湘アウトドアライフ 



☆エーザイ株式会社

こんにちは。エーザイ株式会社の佐鳥勝己と申します。
平素はX線造影剤イオメロン、MRI造影剤プロハンス、早期アルツハイマー
型認知症診断システムVSRADでは大変お世話になってます。この場をお借
りして厚く御礼申し上げます。

さてここから自己紹介させていただきます。出身は埼玉県さいたま市で就職
後、旭川、盛岡、つくば、長野で勤務し、現在厚木事務所に在籍しておりま
す。趣味は登山、スキー、自転車(ロードバイク、MTB)、カメラ、気象、コ
ンピューター、愛犬の散歩など多数あり困っております(笑)。
その中の登山ですが高校1年生から始めましたので、かれこれ30年超になり
ます。最近は学生時代のような過激な登山はしていませんが毎年子供達と一

緒にテントを担いで北アルプスや南アルプスの縦走を楽
しんでいます。左下の写真はちょっと前のものですがマ
ッターホルンの山頂での１コマです。登山に興味のある
方ぜひお声掛けください。

今後ともご訪問の際にはよろしくお願いいたします。

エーザイ株式会社　　佐鳥　勝己

☆GEヘルスケア・ジャパン株式会社

　いつもお世話になっております。
GEヘルスケア・ジャパン株式会社の山﨑です。
昨年より西湘地区を担当させていただき、今年で2年目となります。

　趣味は小学生のときから続けているサッカーで、現在でも高校サッ
カー部OBで集まり月に2回程度は試合をしています。そろそろ体力
の衰えが隠しきれなくなってきましたが、助っ人が必要な際は是非
お声掛けください。

　私事ではありますが、昨年末に第一子 (長女) が生まれまして今年
の正月は大変賑やかに過ごすことができました。これからは父親と
して、家族のために頑張りたいと思います。

　製品の宣伝は一切ありませんが、製品力ではなく営業力で皆様の
お役に立てるよう今年も尽力致しますので、何卒よろしくお願い申
し上げます。
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☆日本メジフィジックス株式会社

平素お世話になっております。日本メジフィジックス(株)の蒔苗大治でございます。
日頃より核医学検査に用いられる放射性医薬品で大変お世話になっております。
この度は、賛助会員紹介という貴重なお話をいただき、感謝申し上げます。

2014年1月にパーキンソン症候群、レビー小体型認知症を対象としたドパミントランスポータ
ーのイメージング剤であるダットスキャン®静注を発売し、今後とも核医学検査の発展に貢献し
ていく所存でございます。

突然ではございますが、私の趣味について少し紹介させていただきます。
私の趣味は釣りです。現在、筏からの「かかり釣り」というスタイルの釣りでクロダイを狙って
おります。1.5mほどの短い竿を使い、餌をダンゴに包み底まで落としていくものです。常に海
の状況を考え、試行錯誤を繰り返し、狙った通りにクロダイが釣れた時が、最高に嬉しい瞬間で
す。見た目は地味かもしれませんが、奥が深く、とても面白い釣りだと思います。かかり釣りに
ご興味をお持ちになられた方は蒔苗までご一報ください。

今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。

　

明けましておめでとうございます。
本年も皆様におかれましては、お体に留意され
ご活躍されることを祈念しております。平素は
大変お世話になっております。第一三共の佐久
間祐介と申します。この度はこのような紹介の
場を戴きまして誠にありがとうございます。

第一三共では、オム二パーク、オムニスキャン、
アデノスキャン、ビジパーク、ソナゾイド等の
造影剤を取り扱っております。弊社は造影剤の
他、生活習慣病治療薬などの医療用医薬品も販
売しておりますので造影剤以外にも皆様のお役
に立つ情報を提供して情報を提供していくよう
努めて参ります。

≪自己紹介≫
 私は北海道札幌市出身、学生時代を北海道で過ごし
第一三共に入社、宮城県に8年半おりましたが、20
13年4月より小田原を訪問させていただいておりま
す。中学、高校は剣道部に所属しており大学ではヨ
ット部に所属しておりました。社会人になってもセ
ーリング活動を続け2011年には山口国体に出場す
ることができました。現在では、競技から離れてお
りますがチャンスがあれば競技を復活したいと思っ
ています。
 今後も皆様にはご指導頂きたく宜しくお願い申し ※写真は国技館での1枚と
上げます。 　 セーリング中の私です。
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筏の様子 銀色に輝くクロダイ



☆シーメンス・ジャパン株式会社
 西湘エリアを担当しております、田中です。
仙台より赴任しまして丸１年となり、ようやく土地勘と御客
様の顔を把握できるまでになりました。

 趣味は、仕事！！では無く、国内外問わずの旅行（学生時代
は、バックパッカーして各国巡りました。分裂前のユーゴス
ラビア等はもう今では行けない国として自慢だったりしま
す。）、夏は登山、冬はスキー、通年ではジョギング　と体
を動かすことは大好きです。あと温泉も。（東北６県の温泉
は、ほぼ制覇しました。）

営業の信条としては、
「　患者様の為、御客様の為になるように　」です。

どうぞ宜しくお願い致します。

シーメンスＣＴも期待を裏切りません、一度お試しを！！

☆伏見製薬株式会社
 西湘技師会の皆様、こんにちは！バリウム造影剤一筋、伏見製薬の鈴木と申します。
今回はこの場をお借りし、大腸用の弊社検査食、FG-two☆について言及してみま
す。弊社の検査食FG-two☆は、これまでの「低残渣」の検査食の概念を覆すカレ
ーライスと親子丼！という豪華メニューとなっております。検査食でそんなに食べ
ていいの！？と思われるかもしれませんが食べていいんです！食べていい秘密が弊
社検査食には隠されているのです！ご興味ある方は是非お声がけください。レンジ
でチンしに参ります。

さて、ここからは伏見製薬の鈴木とは？について語ってみます。
私は伏見製薬に入社して2年目になります。
開発の拠点である工場と、現場である営業の距離が近い我が伏見製薬では営業一人ひとりがお客様の
声を汲み取り、製品作りにフィードバックしていけるため多少なりとも皆様のお役に立てているので
はないかなぁと素敵な勘違いをしながら日々楽しく仕事をさせて頂いております。仕事は日々充実し
ておりますが、プライベートも負けずに充実させたい2015年です。2014年は趣味であるロードバ
イクやマラソンの大会に一つも出場することができずに終わってしまいました。今年こそはと思いエ
ントリーした横浜国際トライアスロン大会は抽選の結果、落選でした。がっかり。（しかし最近トレ
ーニングできていなかったのでがっかり半分、ほっとした半分なのは内緒の話…）

写真は趣味の１つであるYZF-R1という大型バイクです。
サーキット走行やのんびりツーリングを楽しんでいます。
人生一度きり、やりたいことはやらないと勿体ない！
ということで、下手の横好きは続く…どころかもっと横
に広がっていくのではないかと若干心配です。
　このような私ですが、今後とも宜しくお願い致します。
お声掛け頂けると全力で喜びます。

伏見製薬株式会社　鈴木紫方
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小田原循環器病院放射線科の職場紹介をします。
『とにかく心臓が大好き！』と言うマニアックな技師が顔を
揃えている職場です。そして若干自慢して紹介したい装置が
こちら…

東芝メディカルシステムズ
320列Area Detector
搭載の『Aquilion ONE™』

不整脈と高心拍数に頭を悩ませながら冠動脈抽出は勿論、僅
かなプラークも見逃さないように日々、検査をしています。
そして高い専門技術に応えるべく、納得のいく医療をめざし
心血を注いでいく当院の理念を全うしています。

また技師一人一人が自身の健康を考えランニングなどで汗を
流し大好きな心臓を鍛えています。写真右は放射線科内の走
りのエース（岩崎）で院内のランニングチームに属しており
第８回おだわら駅伝競走大会で見事六位入賞を果たしました。

職場紹介はこんな感じになりますが…
これからもスタッフ一同で西湘放射線技師会を盛り上げてい
きたいと思いますので…これからも宜しくお願いします。

略称：JCHO《Japan Community Healthcare Organization》

　昨年3月31日をもって、68年の歴史を持つ厚生年金事業振興団の
幕を閉じ、新たに厚生年金病院、社会保険病院、船員保険病院の3団
体が統合し、独立行政法人 地域医療機能推進機構として、全国57病
院群となり、新たな船出をいたしました。名称変更はしましたが、
今まで同様、整形外科、リウマチ科、内科、形成外科、リハビリテー
ション科、脳神経外科の診療科目を標榜しております。

　当院の放射線室は、昨年12月に1名、東京山手メディカルセンタ
ーへ転勤となり、現在6名体制で業務をおこなっています。新名称が
示すよう、地域医療機能を推進すべく、微力ではありますがスタッフ
一同頑張ってまいります。今後とも宜しくお願いいたします。
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　　　　(ジェイコーと読みます)湯河原病院

病院名が変わりました
一般財団法人 厚生年金事業振興団　湯河原厚生年金病院

↓
独立行政法人 地域医療機能推進機構　湯河原病院

施設紹介



       何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます。
       日時：平成27年3月25日（水）
       会場：小田原市立病院　看護宿舎　１F　会議室

会員の異動
　　　　　　　　　　　退会　　　会員　　薮下　進一　　様　（JCHO湯河原病院）

ご報告
表彰

　★小田原保健福祉事務所所長表彰（平成26年11月17日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗像　達也　様　（小田原市立病院）

　★神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰（平成26年11月17日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　長岡　　敏　　様　（小田原市立病院）

　　　　　　　　　　　　　受賞おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

祝
杉山　正和　様（JCHO湯河原病院）　2014年11月1日
ご結婚おめでとうございます。ご結婚されました杉山様におかれましては、ささやか
ではありますが本会よりお祝い金をお渡しさせて頂きました。

お知らせ

　★西湘放射線技師会は会員の皆様からの大切な年会費によって運営されています。
　　会費の未納は、適正な会運営に支障を来たしますので、皆様のご理解とご協力を
　　お願い致します。

　★今後郵送先等の変更がございましたら、お手数ですが事務局までご連絡頂くよう
　　お願い致します。

　★現在、西湘放射線技師会　http://westpoint.sakura.ne.jp/www/のホームペー
　　ジが開設されております。活動報告や行事等を随時更新して参りますので是非と
      も覧下さい。

編集後記
　この度結婚しまして、家庭を持つこととなりました。これからの仕事は、家族の為にも
しっかり働いていこうと身が締まる想いです。ここで皆様にお聞きしたいのですが、結婚
生活を長く続ける方法ってございますか？家族円満の秘訣や長い夫婦生活のコツなどがあ
りましたら今後の為にも是非教えて頂けたらと思います！

おすぎ

　編集担当　：　高木　敬紀　・　渡邉　智彦　・　杉山　正和
♢事務局♢
🏣250-8558　　小田原市久野４６番地　小田原市立病院　放射線科内
「西湘放射線技師会　事務局」　℡：0465-34-3175　（内線3420）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　：　長岡
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平成27年1月17日　現在

☆平成26年度総会開催のご案内

　　　　　　　　本会会員数　88名　（うち名誉会員　3名）　 賛助会員21社

       平成26年度本会総会を下記の通り開催致します。

掲示板


