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地区だより 



　西湘放射線技師会　会長
　　　　　　　　　　宗像　達也

　箱根の外輪山の新緑が目にまぶしく、酒匂川の清らかな水が田を潤す季節となりました。
　会員の皆さまにおかれましては、益々ご活躍のこととお喜び申しあげます。

　本年より３期、5年目の会長職を引き受ける事となりました。役員一丸となり頑張っていく次第ですので、
　相変わらずご協力の程宜しくお願い致します。

　さて、皆さまもご存じの事と思われますが、理研・仁科加速器研究センターの森田浩介准为任研究員グループ
　が長年取り組んできた新元素合成の実験で、原子番号113の元素合成に３度成功し、元素名案を
　「nihonium＇ニホニウム（」、元素記号案は「Nh」を提案し、IUPACによるパブリックレビューが開始された
　というとても喜ばしいニュースをきくことができました。
　半年間のパブリックレビューの後に、「ニホニウム」＇以後Nh)の元素名が承認されれば、元素周期表に初め
　て日本が命名する元素が載ることになり、アジア圏内初の元素への命名権獲得の快挙となります。
　　
　この元素は原子番号30の亜鉛を重イオン線形加速器「RILAC」を用いて、光速の10％まで加速させてビームとし、
　標的となる原子番号83のビスマスに照射して元素合成をおこなわれますが、合成されてわずか0.667msでα 崩壊
　し「レントゲニウム＇Rg（」へと姿を変えとても維持期間の短い性質を持っています。
　実験回数も１００兆回を超しているにもかかわらず、成功回数は３回という難しい実験であり、研究員チームである
　先生方の常人には計り知れない技術と努力の結晶が新元素となったのでしょう。
　この朗報を聞いてひとりでも多くの日本の子どもたちが科学に興味を持ち、未来の科学の発展に貢献されること
　を願っております。

　また、丁度２年前の巻頭言で述べました西湘放射線技師会の「公衆衛生への貢献」では、大久保実彦委員を为軸
　に渉外担当を設け、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及び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まいりました。
　今年は、昨年より１割ほど多くの方々に参加して頂き大盛況であったとの報告をうけております。一般参加された
　保護者の方々へ「未病」を意識して頂き、健康に対して有意して頂く事はもちろんの事、お父さんお母さんと一緒
　に参加した子供たちが診療放射線技師のお兄さんお姉さん？の勇姿にあこがれ、私たちの後輩になっていただけ
　たら嬉しい限りであると考えております。
　今回も神奈川県放射線技師会よりご協力頂き、佐藤副会長、県渉外松本理事、鈴木委員、丸田委員にはお忙しい中
　お力添えを頂きましてありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上げます。

　最後に、未来のYoung診療放射線技師の成長と来年のアイソトープ手帳の周期表には、「Nh」の元素記号が
　記載されている事を願いましてご挨拶とさせていただきます。

　＇補足（

　Biビスマス・窒素の仲間＇元素記号Bi　色銀色―はくしょく原子番号83・標準状態25℃で個体原子量208.98・
　分類半金属・発見された年はわからない
　ビスマスは特別な元素で、非放射性元素で一番重い元素。簡単に液体になれるので、火災用スプリンクラーの中で
　使われる。強い熱でビスマスが溶けると警報がなり、水が噴き出す仕組みとなっている。

　Zn亜鉛・亜鉛グループ＇元素記号Zn・色　青灰色・原子番号30・標準状態25℃で個体・原子量65.409分類金属
　・発見された年１２００年ころ。亜鉛は他の金属ととても仲良し。混ざりやすく、銅と一緒になった真ちゅうが、
　一番知られている合金です。単独で見られるとすれば、ボタン電池の中にいます。見た目が鉛に似ているので
　亜鉛といわれます。白い酸化亜鉛は、日焼け防止剤として、人々を日焼けから守ってっています。
　また、人間の体の中ではとても大事な働きをしていて、栄養補助食品になります。
　不足すると、味を感じなくなることがあります。
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巻頭言 



会長　　 宗像　達也 　＇小田原市立病院（  

副会長　 岩崎　豊　 ＇小田原循環器病院（

事務局長　 長岡　敏 ＇小田原市立病院（  

渉外担当 大久保　実彦 ＇山近記念総合病院（

福利厚生 樋口　義明 ＇小澤病院（      
名塚　康弘 ＇ＪＣＨＯ湯河原病院（

学術担当 柳川　和好 ＇湯河原胃腸病院（  
尾川　真太郎 ＇小田原市立病院（  

会計担当 糸見　陽平 ＇西湘病院（      
　　     　　　

編集担当 高木　敬紀 ＇西湘病院（      
稗田　洋二郎 ＇小田原市立病院（  
杉山　正和 ＇ＪＣＨＯ湯河原病院（

Web担当 大久保　靖史 ＇大内病院（      
小栗　丹 ＇山近記念総合病院（

　　　　　 　　     　　　
地区委員 大塚　叔宏 ＇県立足柄上病院（  

　　　　　　　　 　　     　　　
監事 磯貝　和久 ＇小澤病院（      

　 平田　文高 ＇ＪＣＨＯ湯河原病院（
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平成28・29年度　新役員紹介



　　1. 開会宣言＇総会資格審査（　　　長岡氏　＇小田原市立病院（
　　平成28年3月18日現在の会員数89名中、総会出席有権者数76名＇会場出席者23名、委任状提出者55名（で有権者数の
　　　過半数45名を満たし、総会成立を宣言。
　　2. 会長挨拶＇開会の辞（　　　　　宗像会長　＇小田原市立病院（
　　3. 議長選出　　　　　　　　　　　　　広沢氏　＇山近記念総合病院（
　　4. 書記任命　　　　　　　　　　　　　土屋氏　＇西湘病院（　大津氏＇県立足柄上病院（
　　5. 議題
　　○平成27年度事業報告　地区委員活動報告　　　　和田氏＇県立足柄上病院（
　　・平成27年度組織委員会　
　　第1回平成27年5月16日　第２回平成27年7月9日　第3回平成27年9月10日　第4回平成27年11月12日
　　　第5回平成28年3月10日
　　・平成27年度　公益社団法人神奈川放射線技師会定時総会　平成27年5月29日
　　・平成28年　公益社団法人神奈川放射線技師会　新春情報交換会　平成28年1月13日
　　○学術事業報告　　　　　　稗田氏　＇小田原市立病院（
　　・平成27年度秋季学術講演会　　平成27年11月6日　県立足柄上病院　　参加者38名
　　①MRI造影剤　ガドビストについて　　　　加藤氏　バイエル薬品㈱
　　②RI製剤　ダットスキャンについて　　　　吉田氏　日本メジフィジックス㈱
　　③CTにおける診断参考レベルについて　　　　中埜氏　GEヘルスケア・ジャパン㈱
　　④3T MRIの使用経験　当院での工夫　　　　　北川氏　県立足柄上病院
　　⑤画論報告　　　　　川田氏　西湘病院
　　⑥施設見学
　　・第2回西湘放射線技師会研究会　　平成28年2月24日　小田原市立病院　参加者20名
　　①OneShot長尺システムと最新トピック　　　　　高橋氏　コニカミノルタヘルスケア㈱
　　②グループワーク＇背部痛患者さんが検査に来た場合（
　　○福利厚生事業報告　　　　名塚氏　＇JCHO　湯河原病院（
　　・平成27年夏季レクリエーション　平成27年7月17日 小田原コンベンションホール　参加者50名
　　・平成28年新年会　　　　　　　　　平成28年2月10日 料亭　門松　　　　　　　　　　　参加者60名
　　・平成27年度慶弔費　御結婚祝い　　杉谷匡彦氏　＇県立足柄上病院（
　　○渉外事業報告　　　　　　大久保氏＇山近記念総合病院（
　　・小田原超音波研究会役員会　　　平成27年6月30日
　　・子育て支援フェスティバル実行委員会　　第1回平成27年11月6日　第2回平成27年12月11日
      　　                              　　　　　　　　　 第3回平成28年2月5日　第4回平成28年3月1日
　　・小田原市乳がん検診部会　　　　平成27年11月24日
　　○Web事業報告　　　　　　大久保氏＇大内病院（
　　・プロバイダ契約更新　・ホームページ更新　・各賛助会員に対し、当ホームページの各社リンク先の掲載許可についての
　　                                確認＇全社承認済み（　・技術・学術資料の充実　講演会・研究会等の案内の掲載等
　　○編集委員活動報告　　　　　杉山氏　＇JCHO　湯河原病院（
　　・地区だより発行　平成27年6月84号　平成27年10月85号　平成28年2月86号　　　　　　　　　　　
　　○平成27年度会計報告　　尾川氏＇小田原市立病院（
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平成27年度西湘放射線技師会定期総会

                                                                                                                        日時：平成28年3月18日＇金（　18：30より　　
                                                                                                                        場所：小田原市立病院　看護宿舎



　　簡易会計内訳　　1.収支残高
　　　　　　　　　　　　　2.会費内訳　　会員　86名　　賛助会員　20社　2名
　　　　　　　
　　○平成27年度会計監査報告　岩崎氏＇小田原循環器病院（　和田氏＇山近記念総合病院（
　　　　平成27年度の会計監査を実施した結果、適正に処理されたことを認めた。
　　○平成28年度事業計画
　　[地区委員活動計画]　　　・定期組織委員会への参加
　　[学術活動計画]　　　　　　・年1回以上の講演会、研究会の実施
　　[福利厚生事業計画]　　　・夏季レクリエーション、新年会の実施
　　[渉外活動計画]　　　　　　・子育て支援フェスティバルへの参加、及び実行委員会への参加
　　・平成28年5月28、29日　乳がん検診の啓発活動　・小田原超音波研究会、小田原市乳がん検診部会への参加
　　・県西地区乳がん画像研究会発足予定
　　[ＷＥＢ活動計画]　　　　　　地区だよりの定期掲載、活動予定と内容の更新等
　　[編集活動計画]　　　　　　　地区だより　年3回＇6月、10月、2月（の発行

　　○平成28年度予算

　　○その他
　　・会員異動報告・他
　　会員　89名＇名誉会員3名（　　賛助会員　20社　2名
　　入会　　    会員　　　       井上　侑真　氏　　　　湯河原胃腸病院
                                   　　大塚　叔宏　氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　　　    　　　    　　    岩田　薫子　氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　　　    　　　    　　稲川　雅之　氏　　　　小林病院
　　    　　　　    　　　　　　　　山形　伸也　氏　　　　小林病院
　　　　　　　　　賛助会員　    池田　諒三　氏　　　　株式会社池田医療電気
　　　　　　　　　　    　    　　　堀井薬品工業株式会社
　　        　　　　　　　　　　　　株式会社千代田テクノル
　　退会　　　  会員 米山　良明　氏　　　　小林病院
　　　　　　　　　　　　        　　茂呂　豊　　 氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　　　　　　        　　岩本　里美　氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　　　賛助会員　    協和発酵キリン株式会社
　　　　　　　　　　　　        　　キャノンライフケアソリューションズ株式会社
　　以上、質疑応答なく賛成多数にてすべて可決された。
　　6.  現役員解任・新会長任命＇役員改選（
　　立候補、推薦なく議長より小田原市立病院　宗像氏に再任を要請。賛成多数により平成28年度29年度西湘放射線技師会
　　会長に宗像氏が任命された。　各役員は新役員紹介の頁をご参照ください。　　　　　
　　7.  議長及び書記解任　　　　長岡氏＇小田原市立病院（
　　8.  閉会の辞　　　　　　　　　　磯貝副会長＇小澤病院（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　報告者　：　書記　　土屋＇西湘病院（　大津＇県立足柄上病院（
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活動記録＇2016/2/11～6/14) 



2月24日 　西湘放射線技師会役員会開催
3月 1日  　子育て支援フェスティバル　実行委員会会議に大久保理事出席
3月 8日　 　西湘放射線技師会役員会開催
3月18日 　平成27年度西湘放射線技師会定期総会開催
3月19日 　横須賀三浦放射線技師会懇親会に宗像会長出席
4月 7日  　子育て支援フェスティバル　実行委員会会議に大久保理事出席
5月12日 　神奈川県放射線技師会組織委員会に大塚理事出席
5月12日 　子育て支援フェスティバル　実行委員会会議に大久保理事出席
5月23日 　西湘放射線技師会役員会開催
5月27日 　神奈川県放射線技師会総会に宗像会長出席
5月28日 　子育て支援フェスティバル開催前日　避難訓練と準備のため大久保理事、柳川理事が出席
5月29日 　子育て支援フェスティバル　実行委員として大久保実彦理事出席　　＇県技より佐藤副会長、松本理事、
　　　　　     　鈴木委員、丸田委員、当会より長岡事務局長、大久保靖史理事、小栗理事が参加（
5月31日 　小田原超音波研究会に大久保理事が演者として出席
6月 2日　 　神奈川県放射線技師会依頼の『健康づくりイベント』に渉外活動で長岡事務局長が出席
6月14日 　地区だより作成

　平成28年2月10日＇水（に、料亭門松にて参加者60名で新年会を開催いたしました。　平塚放射線技師会 石川　
　修二会長、神奈川県放射線技師会 松尾清邦理事にもお忙しい中、出席して頂き、会員同士交流を深めながら、
　美味しい食事とお酒で、大変盛り上がった会となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福利厚生担当　樋口・名塚

　紫陽花の花が大輪の花を咲かせる頃となりましたが、
　会員の皆様におかれましてはますますご健勝のことと
　お慶び申し上げます。　今年も納涼会を下記のとおり
　企画させていただきました。会員・賛助会員同士の交
　流を更に深める会にしたいと思っております。また、ご
　家族や職場の仲間等、皆様お誘い合わせの上、ご参
　加をお待ちいたしております。

　日時　平成28年7月15日(金) 18：30～20：30 　　　★お酒を飲まれる方は公共交通機関をご利用下さい★
　場所　じんりき厨房駅前店　0465-22-2979
　　　　　小田原市栄町1-3-12　6階
　会費　5000円

　　お忙しいところ恐縮ですが、地区便りに同封してあるハガキにて7/1＇月（までに出席の有無を
 　お知らせ下さいますよう、お願い申し上げます。

　期限を過ぎてからの申し込みは、会場整理の都合上お受けできません。あらかじめ
　ご了承頂きますようお願い申し上げます。　また、当日キャンセルの場合、実費を
　頂戴いたしますので、重ねてお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福利厚生担当　樋口・名塚
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活動記録＇2016/2/11～6/14) 

平成28年新年会報告 

平成28年西湘放射線技師会納涼会のご案内 



　　　

　　毎年恒例になりつつある、神奈川県放射線技師会＆西湘放射線技師会で
　　遊びや情報提供などを通して親子にふれあいながら地域の環を広げるイベントに参加してきました。
　　今回子育てを支援する、支援したい！団体が４８団体あつまり快晴の中それぞれの団体が
　　来場した親子と一緒になって楽しく過ごせた１日になったかと思います。

     マンモグラフィーで乳癌啓発＆ファントム触診体験コーナーへの来場者数８４名
　　骨塩定量測定サービス測定人数　２１９名
　　前日準備を含め西湘技師会の役員の皆様ほんとうにありがとうございました。
　　最後に、今回大活躍の骨塩定量測定装置は日本光電南関東　様のご協力をいただきました。
　　この場をかりてお礼申し上げます。

上段右上より 

県技師 佐藤副会長

県技師　松本理事

長岡事務局長

小栗理事

下段右より 

大久保渉外担当

県技師　丸田委員

県技師　鈴木委員

大久保靖史理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渉外担当　山近記念総合病院　大久保
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施設紹介 小田原市立病院 

 ２０１６ 子育て支援フェスティバル報告 

子どもたちがハッピーだったら・・・・世界はもっとよくなる！ 

小田原市立病院の尾川です。簡単ではありますが施設紹介をさせて頂きます。 

小田原市立病院は、昭和 33 年 6 月に市民の健康保持に必要 

な医療を提供することを目的として診療科 9 科、一般病床 110  
床で開設しました。 
昭和 59 年に全面改築工事を行い、診療科 15 科、一般病床  

417床の現施設が完成し、その後も医療ニーズの多様化に対 
応するため、新たな診療科を加え現在では、 28 診療科を備え 
ています。 

また、災害拠点病院の指定をはじめ、地域がん診療連携拠点 
病院の指定や救命救急センターの開設など、県西地域の基幹 

病院として急性期医療や救急医療において中核的な役割を担 
ってきました。 
最近では今年 1 月からの電子カルテ導入により、スタッフ間で即座に同じ医療情報が共有でき、迅速な対応 

が可能になりました。 
当放射線科での最新事情では３ＴＭＲＩ及びバイプレーン心血管撮影装置が導入されました。 胸部撮影室と 

マンモグラフィ装置のFPD化により、従来よりも低線量かつ高画質の撮影を実現しております。 
 
そして今年６月よりPET-CTとアミノインデックス血液検査を併用した 「 PET-CT・AICS がん検診 」 が 新たに開始 
されました。 日々変化する医療現場で、常に患者様へ質の高い医療を提供できるように努力しています。 
最後になりましたが地域医療をはじめ、西湘技師会の活動にお役に立ちたいと考えていますので、今後とも 
宜しくお願い致します。 
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会員紹介①  

 はじめまして。神奈川県立足柄上病院の瀧 美佐紀と申します。4月から社会人としての生活が始まり、 
慣れない通勤や同期のいない環境に不安もありましたが、あたたかい先輩方に助けられ日々精進して 
おります。 書面上ではございますが皆様に挨拶する機会をいただきましたので簡単に自己紹介を、 さ
せていただきます。  

出身は神奈川県鎌倉市で、自宅から5分程 

歩くとこのような景色になります。小さい 頃

はこの海で泳いだり釣りをしたりしま した。

自転車は潮風ですぐに錆びるし電車 の乗

車券も高いですが、のんびりとしてい て好

きな街です。  

趣味はCDショップに行ってCDやDVDを買うことです。好きなアーティスト以外にも気になるものがあれば 

買ってしまうため、部屋に溢れかえっています。先日、部屋を掃除していたら未開封のCDが何枚か出て 

きて驚きました。   

休みの日は外出することが多いです。最近は昭和記念公園に行ってきました。 お花の写真を撮りに高く

ないデジタルカメラを持って行ったのですが、いろいろなモードを駆使したら 綺麗に撮れました。 

仕事に尐し慣れたらカメラの勉強をしたいなと思っています。  

簡単ではありますが私の自己紹介とさせて 

いただきます。最後までお読みいただき、  

ありがとうございました。 これからよろしくお

願いいたします。  



　　名前　　山田　太一
　　所属　　山近記念総合病院　放射線室
　　年齢　　２７歳
　　趣味　　ベース、読書
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会員紹介② 

今年の４月から山近記念総合病院に就職することとなりました、山田太一と申します。 

 診療放射線技師として仕事を始めて２か月が経ちました。先輩技師の方々や医師の方々、看護師の 

方々など周囲の人たちからご指導を頂き、技術や知識を高めるため日々邁進しています。  

尐しづつではありますが、技師として出来ることが増え、嬉しく思っています。同時に、日々の中で撮影の 

難しさを痛感させられています。  

また、趣味のベースも休日に楽しむことができ、たまに友人と集まりライブなんかもしています。 

ビートルズ、ディープパープルなどの昔の洋楽や、へヴィメタルやレッドホットチリペッパーズ 

など聴いたり、 演奏するのが好きです。仕事も私生活も充実した日々を送れているのではない

かと思います。  

幼尐期は運動をするのが好きでスイミングへ行ったり、外で友達と遊んだりしていました。  

中学では陸上部に所属していました。基本的に体を動かすことは好きで、今でも友人に誘われて 下手で

はありますがフットサルに参加させてもらったりもします。  

生まれも育ちも小田原なので、この西湘地区で診療放射線技師として働けることをうれしく思っています。 

 まだまだ時間は掛かると思いますが、先輩から技師としての技術を多く習得し、皆さんのように西湘地区 

を担う診療放射線技師の一員として活躍できるように頑張りたいと思います。 西湘地区の技師のみなさん

とお会いする機会がありましたらご指導のほどよろしくお願いいたします。  
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   株式会社島津製作所 疋田 智洋 
 
皆様、始めまして今年の4月より西湘地区を担当させ
て頂くことになりました、疋田 智洋＇ひきだ ともひろ（
と申します。出身は静岡県です。海に近い環境で育ち
ましたので、車で走る海岸沿いの景色を懐かしく感じ
ております。最近の趣味は旅行とラーメン屋巡りです。
神奈川の美味しいラーメン屋さんを教えて下さい。今
後とも宜しくお願い致します。 

 島津メディカルシステムズ株式会社 鵜原 豪 
 

 いつもお世話になっております鵜原＇うばら（と申します。

４月より西湘地区を担当させて頂く事になりました。皆様

に早く顔を覚えて頂けるように頑張りますので、よろしくお

願い致します。 
趣味は食べ歩きです。今年のＧＷはうどんを食べに香川
県に行ってきました。お仕事の話以外に美味しいお店情
報がございましたら、教えて下さい。 

賛助会員紹介① PSP株式会社 

会員の皆様、初めましてPSP株式会社、神奈川営業所の中島和人と申します。この度、賛助会員紹介の場を頂戴しまし、あり
がとうございます。 
この場をお借りしまして、弊社の紹介と自己紹介をさせて頂きます。 
弊社は設立し、7月で28年目を迎えます。すべてのアプリケーションを自社で開発し、販売、サポートを行っている数尐ない開
発メーカーです。扱っている製品としては、放射線科で使用するRIS/PACSを为軸として、文書管理システムや、地域連携シス
テム等も手掛けております。機動力を武器にして、多くのメーカー様に勝るご提案や対応をさせて頂ければと考えております
ので、是非ご提案の機会を与えて下さい。 
平成26年12月に神奈川営業所を中央林間駅近くに開設させて頂きました。場所は住宅街にあり、子供たちの声も良く聞こえ
てくるようなのどかな所です。私は元々、長野県採用で5年前に東京支店に配属となり、神奈川営業所開設をするということで
こちらに来ております。出身が長野県の塩尻市という田舎なので、四方山に囲まれていて、小学校の時は田植え休みや、稲
刈り休みがあり、手伝いを良くしていました。今でも、田植え、稲刈りは必ず実家へ帰り、子供たちと一緒にやっています。 
趣味は尐なく、家は子供たちが男の子４人いるので、週末はほぼサッカーの試合だったりします。 

子供たちに感化され、コーチなどもしています。これからの時期はキャンプでしょうか。 

予定がないときは良くキャンプに行きます。準備は大変ですが、キャンプで湖畔へいくと、 

周りの静けさやランプの明かりで気持ちがリフレッシュされます。皆様も、日々の仕事でお 

疲れかとは思いますが、仕事にとらわれない様に仕事以外の所で気持ちが楽になれる様 

リフレッシュなことが出来れば良いと思います。 

最後に、拙い自己紹介を記載させて頂き、ありがとうございました。PSPの中島は背も体も 

大きく、色が黒くお腹が尐しでているやつだと覚えて頂ければと思います。今後も各病院様 

へPSPの営業がお伺いさせて頂くこともあろうかと思います。その際は何卒宜しくお願い致し 

ます。技師会様においては、勉強会含め微力ながらご協力をさせて頂ければ幸いです。 

今後とも、PSP株式会社を宜しくお願い申し上げます。 
 

賛助会員紹介②   株式会社島津製作所 島津メディカルシステムズ株式会社 

 おかげさまで、昨年株式会社島津製作所は１４０周年、本年島津メディカルシステムズ株式会社は

あらゆる検査環境にＢＥＳＴの選択を 

                Best in CLASS 
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賛助会員紹介③ 伏見製薬株式会社 

ここからは私の自己紹介をさせて頂きます。  

出身は伏見製薬(株)の本社がある香川県です。  

趣味は学生の時よりやっていたスキーです。  

学生の時に夜行バスでよく行っていた思い出があります。  

最近は回数も減ってしまいましたが、3歳と1歳の息子がいるので  

あと2、3年もすれば一緒に連れて行こうと今から楽しみにしております。  

まだまだ、土地勘もなく皆様にいろいろ教えて頂くことも 多いと存じますが、 

お伺いした際には何卒宜しく御願い致します。            

賛助会員紹介④ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 

Allura Centron 
○全身領域を対象とした検出器サイズ           

○全身をカバーする広範囲テーブル移動      

○堅牢なアームによる高精度3Dイメージング 

X線血管撮影診断装置 

★営業担当より★ 
画像診断機器の営業担当の鈴木です。 
西湘地区担当として５年目になりました。あいかわらず酒飲
みです。最近は日本酒よりワインに傾倒しておりますが
1,000円以下の良質ワインを探す日々です。心当たりがある
方は鈴木までご一報を！ 

↑営業車がカローラになりました。 

平素より大変お世話になっております。伏見製薬(株)の片岡洋です。                                  

今年度より西湘地区のエリア担当となりました。  
 

平素はバリウム造影剤、検査食、各種遠隔読影にて御世話になっております。               
従来の製品に続き、この6月に新薬として                                                                                                
大腸CT用経口造影剤「コロンフォート内用懸濁液25%」を世に送り出すことが出来ました。 
 

 従来より大腸がんは部位別のがん罹患率、死亡率ともに増えると言われておりました。    
2015年の国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」より予想値ではあり
ますが罹患率では一位、死亡率でも二位との数値が出されております。    
今後も増えると思われる大腸がんの検診に是非、受容性の高い大腸CT検査の実施検討
に併せて「コロンフォート内用懸濁液25%」のご検討をお願い致します。  



　　　　　　　　　　　　　掲示板
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成28年6月14日　現在

　　　　　　　　　　　　   本会会員数　90名　＇うち名誉会員　3名（　 　賛助会員21社と2名

   会員の異動
　　　　　　　　   入会　　　　会員　　　　　　亀山　　桂也　　様　＇県立足柄上病院（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   瀧　　美佐紀　　様　＇県立足柄上病院（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   山田　　太一　　様　＇山近記念総合病院（

　　　　　　　　　　　　　　   賛助会員　　　　堀井薬品工業株式会社　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　株式会社千代田テクノル　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　PSP株式会社　様
　　　　　　　　   退会　　　　会員　　　　　　和田　　幸男　　様　＇県立足柄上病院（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   深井　　正隆　　様　＇県立足柄上病院（ 順不同

   ご報告 　　　　　　祝
 笹尾　忠弘　様＇県立足柄上病院（　2016年5月22日

ご結婚おめでとうございます。ご結婚されました笹尾様におかれましては、
ささやかではございますが本会よりお祝い金を贈らせて頂きます。　

   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ご覧下さい。

☆ 地区だよりの表紙のスナップ写真は随時受け付けております。会員の皆様が撮られた
風景写真や珍しい写真等がありましたらお近くの役員、または事務局までご連絡
お願い致します。

   編集後記
ロードバイクを購入し、2年乗ってきました。そろそろイベントにでも参加しようと思い、
今月、行われる「富士ヒルクライム」にエントリーをしました。富士山の5合目まで
富士スバルラインの登りっぱなし25kmを駆け上がるイベントです。

　　　　   初めてのイベント参加で、富士山も5合目までは車でも行った事が無く
　　　　   初めて登るので、結果はどうなるか・・・後日機会があれば報告します。

        たかぎん

　　　　編集担当　：　高木　敬紀　・　稗田　洋二郎　・　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5020（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　：　長岡　敏
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