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地区だより 



　西湘放射線技師会　会長
　　　　　　　　　　宗像　達也

日毎に秋も深まり、菊薫る季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今年の夏は「水」にまつわるニュースが多く取り上げられ、水に関して色々と考えさせられる
機会となったのではないでしょうか。

私が２５年前に診療放射線技師として業務に従事した頃は、カセッテやマガジンに入ったフィルムを、
現像、定着、水洗、乾燥作業をしてくれる自動現像機に通してX線フィルムが出来上がりました。
その為、職場で沢山の水を使用していました。近年は、CRにてドライの現像機にとって代わり、また、
FPDの普及によりPACSやモニター診断に伴いましてX線画像診断での、水の使用量は
ほぼ皆無となってまいりました。ただし、機器の内部で用いられている半導体やその他部品が作られる
外国の現地では、多量の水を使用して作成されているので、間接的に多くの水を輸入している事に
なるかも知れません。

今年の「水」のニュースの一つとしまして、先日NASAがエウロパより水蒸気を発していると報告いたし
ましたのは、皆さまご存じの事と思われます。このエウロパ（jupiter ⅡEuropa)は、木星の第２衛星で、
内側から６番目の軌道を回っています。名前の由来は、ギリシャ神話のゼウスが恋に落ちたテュロスの
王女エウローペーにちなんで付けられているそうです。今回、ハッブル宇宙望遠鏡を１年３か月にわたり
調べた結果、エウロパ表面より約２００Kｍの高さまで３回水分が噴出する様子を観測いたしました。
「地殻下に生命にとって好条件となりえる液体水の海が存在することを示す有力な証拠である」発表し、
私たちに新たなロマンをもたらす事となりました。

またもう一つとしまして、８月１９日に八丈島近海で発生した台風１０号があります。今年はその後も
１２、１３、１６，１８号と日本全国に記録的な大雨となり、人的にも農作物、漁業にも甚大な災害を
もたらしました。日照不足の影響は農作物の高騰など流通にも大きな打撃となりました。

この様に「水」は、恵みをもたらす優しい顔と、災害をもたらす厳しい顔の二面性がありますが、
診療放射線業務に於いて「水」に対する革新が進んだように、またエウロパの水蒸気の発見のように、
水に関する災害が、新たな技術や発見により少しでも減災される事を願ってやみません。

最後にこの場をおかり致しまして、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
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巻頭言 



7月1日 神奈川県放射線技師会組織委員会に大塚理事出席
7月8日 西湘放射線技師会役員会開催
7月8日 WEB担当、西湘放射線技師会ホームページ更新
7月15日 西湘放射線技師会夏季レクレーション開催
7月16日 神奈川県放射線技師会組織委員会に大塚理事出席
7月27日 神奈川県放射線技師会総会に大塚理事出席
8月23日 小田原超音波研究会に大久保理事が出席
8月24日 WEB担当、西湘放射線技師会ホームページ更新
9月7日 西湘放射線技師会役員会開催
9月10日 ファミサポ祭りに大久保理事、平田理事、杉山理事が参加
9月29日 WEB担当、西湘放射線技師会ホームページ更新
10月18日 地区だより作成

平成28年7月15日（金）に、じんりき厨房駅前店にて参加者51名で納涼会を開催いたしました。
神奈川県放射線技師会　佐藤英俊副会長、松尾清邦理事、松本好正理事、また、賛助会員10社にお忙しい中、
出席して頂き、皆さんの交流を深められた会となりました。
次回の新年会は2月上旬を予定しています。

（飯塚名誉会員）  （松尾理事）  （松本理事）  （岩崎副会長）

日時　　平成２８年１１月１８日（金）　　１８：３０～
場所　　小田原市立病院　看護師宿舎　会議室

講演内容
第一部　賛助会員

①ヨード造影剤副作用に対応する 富士製薬工業株式会社
谷口　淳哉　　先生　

②乳房専用PET装置　Elmammo(エルマンモ）による新しい乳がん診断-（仮） 株式会社島津製作所
佐藤　友彦　　先生　

③統合画像ストレージ（VNA）の動向 PSP株式会社
副田　義樹　　先生　

第二部　正会員
①業務拡大に伴う統一講習会受講報告 小田原循環器病院

岩崎　豊　　　先生　

②一回息止め３Ｄ　Ｔｒｕｅ ＦＩＳＰ　腎動脈描出の有用性　３Ｔ編 小田原市立病院
渡邉　智彦　　先生　
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活動記録（2016/6/15～10/18） 

平成28年納涼会報告 

平成28年度秋季学術講演会のご案内 



　初めまして。小澤病院の小林潤弥と申します。
　今年の4月から小澤病院に入職し、早くも半年が経とうとしていますが、自分の診療放射線技師としての技量の
未熟さ、あるいは社会人としての未熟さを日々痛感しております。
そんな私を真摯に指導してくださる先輩技師の方々に感謝すると共に、その気持ちを裏切らぬよう日々精進して
おります。
　出身は静岡県浜松市です。非常に温暖で住む人も割とのん気で適当な性格の人が多いような気がします。
浜松で有名なものといえばピアノ、バイク、うなぎ、みかん、最近なら餃子でしょうか。
浜松餃子はもやしを添えるのが特徴で、私も実家にいたころはよく食べていました。
浜松に寄ることがあればぜひ食べてみてください。

　趣味は映画観賞とプロレスです。映画はＤＶＤやネット配信サービスで観るのもいいですが、
やはり映画館で最新の映画を観るのが好きです。
休日はコロナワールドやＴＯＨＯシネマズで映画を観ることが多いですが、時々東京の立川市にある立川シネマ
シティまで行って映画を観ることもあります。
　立川シネマシティは音響設備にこだわっていることで有名で、浜松にいる時も一度行ってみたいと思っていた
のですが,小田原に住むことで小田急線を乗りついで気軽に行けるようになったのは嬉しいです。

　プロレスは主に新日本プロレスとWWEをよく見ていて、ネットの配信
サービスをよく見ています。小田原に来てからは実際に会場に行って
試合を観てはないのですが、いつか会場で生の試合を観たいと思って
います。またこちらではまだプロレスファンの友達が少ないので増やして
いきたいです。
　ちなみに好きな選手はWWE所属のＡＪスタイルズという選手です。

←我が家のＤＶＤ棚です

　４月に小田原市に引っ越すと同時に初めての一人暮らしになりました。今まで実家暮らしであったため、
やはり苦労することも多いのですが、一人で自由にやれるという楽しさもあります。
　家ではなるべく自炊を心がけているのですが、食材を買うところから調理、そして片付けとなかなか面倒で
やる気が出ない時も多いです。料理自体も上手くはないのですが、それでも料理が出来上がると達成感が
あり楽しいです。まだまだ作れるものは少ないのですが、少しずつレパートリーを増やして行きたいと思います。

　小田原に移り住んで半年が経とうとしていますが、歴史と文化の重みを感じさせる落ち着いた街という感じで
とても良い所だと思いました。ここで早く一人前の診療放射線技師となり、西湘地区の皆さんと共に活躍できるよう、
努力していきます。
　以上で私の自己紹介とさせていただきます。これからもどうぞよろしくお願いします。
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会員紹介①  



 足柄上病院の杉谷と笹尾です。

私たちは今年2016年にそれぞれ結婚式を挙げさせていただきました。

式には当院の放射線科の先輩方もお招きしましてとても楽しい式となりました。

この度は西湘技師会の方より結婚のお祝いを頂きましてありがとうございました。

 今後は良い夫婦生活を築いていくための努力だけではなく、仕事の方もます

ます頑張っていきたいと思っております。

皆様どうぞこれからもご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

        　　　　　（結婚式写真：１枚目 杉谷家 結婚式、２枚目 笹尾家 結婚式）
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会員紹介② 



山近記念総合病院の山田と申します。簡単ではありますが
施設紹介と当院放射線室の紹介をさせていただきます。
山近記念総合病院は西湘バイパス国府津出入口近くの
国道一号線沿いに位置しています。病院からは潮の匂い
ほのかに、西湘バイパス越しに海を望むことができます。
特に晴天時には空と海の碧色が綺麗です。
当院は昭和31年に有床診療所山近外科胃腸科医院（8床）
を開設し平成8年に山近記念総合病院に名称変更。
一般病床は152床となり、平成10年老人保健施設わかば・
在宅介護支援センター開設、平成16年山近記念クリニック
を開設しました。2015年手術総数 1603件、うち全麻840件、
腰麻82件、局麻683件と152床の小規模病院ながら、検査
件数・手術件数は極めて多く、乳癌、大腸癌、胃癌と県下有数で、病床稼働率も常に90％近く、
在院日数も15日以下と短く、その活動力は極めて高いと言えます。
外傷、出血、梗塞、急性腹症などの救急疾患に対して、救急処置、カテーテル治療、緊急手術などを
積極的に行っており全ての検査、治療に当院の放射線技師はローテーションにて広くそして深く関わっています。
現在、放射線室には私を含め９人の放射線技師が在籍しています。私から見て、キャラクターが濃く、人柄の
異なった９人が集まっていると思います。日々、撮影で苦労したことや気になる画像について先輩後輩数人で
症例検討をしています。一部ではありますが、山近記念総合病院放射線室の紹介をさせていただきました。
最後になりましたが、皆さんと一緒に西湘地区の医療、並びに西湘放射線技師会を支えていきたいと考えています。
今後ともよろしくお願い致します。

湯河原胃腸病院の井上です。この場をお借りして施設紹介をさせて頂きます。

県最西端に位置する湯河原町は山と海に囲まれた、温泉で有名な
観光地の一つです。今年で創立48年になる当病院は、現在は胃
腸科や外科をはじめとした8科を備え、一般病棟58床、介護療養型
医療施設「なごみ」48床から成るケア・ミックス病院になります。介
護療養型医療施設では、要介護の状態で医療を必要とする高齢者
に療養上の管理や看護、機能訓練などの必要な医療が介護保険
法に則り行われています。
また、二次救急指定病院としても地域医療に携わっています。

放射線部にはＦＰＤを採用した一般撮影およびポータブ
ル装置、X線TV装置、ＣＴが設けられています。ＣＴに関
しましては昨年に16列マルチスライス型を導入したこと
で、以前より迅速な検査が行え、質の良い画像が得ら
れるようになりました。

最後に、簡単な紹介となりましたが西湘放射線技師会
の活動にも貢献していきたいと考えておりますので、
今後も宜しくお願い致します。
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施設紹介 山近記念総合病院 

施設紹介 湯河原胃腸病院 
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9月10日に行われた湯河原町ファミリーサポートセンター主催の〝ファミサポまつり〟に乳がん検診啓発活
動の一環で神奈川県放射線技師会渉外委員（5名）と西湘放射線技師会役員（2名）と共に子育て支援の
サポーターとして参加してきました。 

当日は天候に恵まれ会場（体育館）は元気な子供達で賑わっていました 
プログラムの内容は①ジャンボお話会②わくわくコンサート③ふれ合い広場コーナーと順番に1時間枠の
時間割で技師会ブースは体育館のど真ん中で、輪投げやバルーンアート、アンパンマン的当てと一緒に乳
がんファントムを使った触診体験を実施。 

神奈川県乳がん検診受診率28%に対して湯河原町は8%と低迷しており、触診体験をしてもらい肺癌、大腸

癌と違って乳がんの罹患年齢の低さを知っていただきました。 

来場者の年齢層は30歳ぐらいの若いお母様方ばかりで乳が
ん検診は受けた事が無いが乳がんファントムには興味津々
な様で、これは小林麻央さんのブログ効果なんでしょうか45
名の参加をいただきました。 

マンモグラフィーの乳腺濃度告知と乳腺超音波における 
精度管理は国をあげて早急に対応して欲しい課題で、マスコ
ミやインターネット情報で受診者の環境がいい方向へと変わ
る事を願うばかりであります。 

     山近記念総合病院 渉外担当 大久保 

湯河原町ファミサポまつり報告 

賛助会員紹介 カイゲンファーマ株式会社 

平素よりいつも大変お世話になっております。カイゲンファーマ株式会社の川崎真史と申します。 

 この度は賛助会員紹介の機会を頂きまして、誠にありがとうございます。 
 弊社は、「未病・予防医学に基づいたより良い商品やサービスを開発し提供することで、 人々が健康に長く
暮らせる社会の創造に貢献する」という企業理念の下 Ｘ線造影剤を中心に新たな新規事業展開にも注力し
ております。 弊社は、胃Ｘ線検査を通じがん発見、早期がんの発見にお役にたてるよう 引き続き努めてまい
りますので、御指導・御鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。  

続きまして、私の自己紹介をさせて頂きます。 私の出身は兵庫県姫路市です。
日本で一番最初に世界遺産に登録された姫路城は 大天守の修理事業も完成し、
2015年から再公開が始まり周辺には、近代的な建物や 動物園などもあり綺麗な
街並みが広がっておりますので、機会があれば是非立ち寄って みてください。 
以前は名古屋営業所、高松営業所、広島営業所を転々としてきました。 神奈川
県に転勤して2年目を迎えますが、まだまだ右も左も分からないことが多々ありま
す。 もっと西湘地区のことや神奈川県のことを知って、地域に根付いた営業活動
と神奈川ライフを 充実させたいと思っておりますので、合わせて宜しくお願い致し
ます。  
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賛助会員紹介 富士フイルムメディカル株式会社 

この度は、賛助会員紹介の機会を頂きまして、誠にありがとうございます。 
弊社では、富士フイルムのメディカル事業の国内発売元として最先端技術を駆使したメディカルシ
ステムのご提供を通じ、人々の健康と豊かな生活に貢献してまいります。具体的には、医用画像
ネットワ－クシステム・一般撮影システム・マンモグラフィ－撮影システム・内視鏡システム・超
音波診断装置・POCT機材（point of care testing）・ジェネリック造影剤などのご提供により高度
なソリューションビジネスを展開し、かつ万全のアフタ－サ－ビスをご提供してまいります。 

さて、私ども神奈川支店ですが、昨年11月に横浜支店と
旧相模営業所（現、相模サービスセンター）との統合によ
り神奈川支店として新横浜へ引越しを致しました。 
西湘地区担当は変わらずのメンバー（小林・原田・塚田）
にて皆様へお役に立てる情報提供をさせて頂きたいと思っ
ております。 
 
今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げます。 

賛助会員紹介 日本メジフィジックス株式会社 

平素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。日本メジフィジックス(株)の玉谷菜
保子と申します。この度は、賛助会員紹介という貴重な場をいただき感謝申し上げます。弊社は様々な疾患の診断、
治療方針の決定、予後の判定などに役立つ核医学画像診断分野において情報提供をさせていただいております。
今後とも、より質の高い情報提供を心がけ、医療と皆様の健康に貢献してまいります。 
 さて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。私の趣味はお酒です。特に好きなも
のはビール、日本酒でございます。お酒を好きになったきっかけは東京農業大学醸造科学科に進学したというのが
一番大きいと思います。ここでひとつ、同級生が杜氏として造っているお酒を紹介したいと思います。岩手県の「赤武
酒造」のAKABUというお酒なのですが、2年前にできたまだまだ新しい銘柄でございます。こちらはフルーティーな香
りが特徴的ですが後味はきりっとしているため飲み飽きのしないお酒で、特におすすめしたい銘柄でございます。是
非一度ご賞味ください。 
最後に、写真はヱビスビールのラベルの鯛が2匹だったときの記念の1枚とAKABUです。 

今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。 

2匹の鯛ラベルのヱビスとAKABU 
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賛助会員紹介 シーメンスヘルスケア株式会社 

皆様、いつもお世話になっております。 
  
１０月３日付けで赴任しました、シーメンスの赤尾と申します。 
  
今回で５度目の勤務地となりますが、実は前々回と同じ場所、いわゆる出戻りとなりました（笑）。 
  
私は新潟営業所からスタートして、→ 東京 → 神奈川 → 西東京(立川) → そして今回再びの神奈川となります。 
  
最近では近場をぐるぐる廻りエネルギーを蓄えていますので、そのうち大きな一撃？があるかもしれません。 
これからも誠心誠意努めてまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
P.S 迷い猫を引き取りましたが、ずいぶん大きく育ちました。わざわざ今目の前まで来てポーズを取りましたので
写真をとりました、私の代理として登場させてください。 
 

シーメンスヘルスケア株式会社 
赤尾賢 
 

賛助会員紹介 バイエル薬品株式会社 

2回目の投稿をさせて頂くことになりました、バイエル薬品の加藤鍾一です。 
お陰様で、昨年発売しました日本で初めての1.0MのMRI用造影剤であるガドビストも順調にシェアを伸
ばしております。製品の特性上、既存のMRI用造影剤よりもT₁短縮効果が高いことから頭部領域や乳腺
領域を含め、各部位で造影効果の高さから先生方に高評価を頂いております。特に神奈川県はNSFリ
スクや脳への沈着リスクが低いマクロ環型への移行が一際早く、ニーズに合った製剤であると思ってお
ります。 

今後ともご愛顧宜しくお願い致します。 

さて、仕事の話ではなくプライベートな話になってしまいますが、最近

は2歳の息子との戯れが一番の癒しになっております。まだしっかりと

会話はできない状態ですが逆に今しかないこの一時が一番楽しい時

間です。最近の息子のブームは自分の足の裏の匂いを嗅いで「あし、

くっしぇ！」と連呼することで、家庭に笑いを誘います。 
また、今年の12月には第二子が生まれる予定になっており（また男の
子）、兄弟での絡みが今後楽しみにでしょうがないです。まだ名前を決
めていないので名前を募集します（笑）キラキラネームはNGです。 



                          　 掲示板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年10月8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　　小林　潤弥　　　様　（小澤病院）

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
今年度より新たに編集担当になりました。エクセルが詳しい方に教えて
頂きながら、なんとかこなせています。　
最近は腹の上のポニョが気になりだし、時々ですが運動を始めました。
しかし編集作業で使うイラストが、気が付くと秋の味覚ばかりになっているので、
シックスパックが見れる日は少し先になりそうです。
経過報告はまた次回に・・・

Lupin

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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