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地区だより 



　西湘放射線技師会　会長
　　　　　　　　　　宗像　達也

新年明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年をお迎えの事とお慶び申し上げます。
昨年も皆さまのご協力により、本会の運営は基より、渉外活動、学術発表会、ホーム
ページ運営を活発に行う事ができました。この場をおかりいたしましてお礼申し上げます。

さて、毎年新年の挨拶に於きまして「干支」について書かせて頂いておりますので、
本年もお付き合い頂けましたらと思います。
本年度は丁酉（ひのととり）でありまして、酉の由来は「果実が極限まで熟した状態で、
酒熟して気の漏れる状態」と言われております。また、酉は取り込むに繋がると言われ、
そのことより運や成果を取り込む年であるとの事です。

予てより進めて参りました、「公衆衛生の貢献」「西湘放射線技師会事務局の運営」
「ホームページの運営」「会報の刷新」の４つの取り組みも、会員皆さまのご支援により
徐々に「熟」してまいりました。しかし、この果実を加工し更に進化させるには、新しい
担い手が必要であると考えております。本年は、次世代の仲間が育つように準備をし
役員一同力を合わせ精進する次第ですので、これからもご協力のほど宜しくお願い
致します。

最後に、西湘放射線技師会と地域医療の更なる飛翔、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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巻頭言 



西湘放射線技師会　副会長
岩崎　豊
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新年の挨拶 

   美しい初日の出とともに平成二十九年の幕が開け、ここに謹んで初春の御喜
びを申し上げます。 
 本会では皆様のご理解ご協力のもと、昨年の諸行事におきましては多くのご参
加を頂き、それぞれが盛会のうちに終えることができました。今年もまた皆様の
貴重なご意見を賜りつつこれらの行事を催させて頂きますので、お気軽にご参
加頂けたなら幸いです。 
 
 振り返れば昨年の日本では、想定外の揺れ方で大きな被害を被った熊本地震
や、岩手・北海道では犠牲になられた方も出てしまった台風１０号など、日ごろの
備えを改めて考えさせられた自然災害もありましたが、『ニホニウム』と命名され
た第113番目の新元素の発見や、大隅良典・東京工業大栄誉教授のノーベル生
理学・医学賞受賞、リオデジャネイロオリンピックでのメダルラッシュといった日本
の科学技術やスポーツの底力を見せてくれた喜ばしいニュースも多々ありました。 
 
 一方世界では、予想外のトランプ大統領の誕生や、オバマ大統領の広島に続
く８８年ぶりのキューバ訪問、イギリスのＥＵ離脱、ボブ・ディラン氏のノーベル文
学賞受賞等々こちらも驚かされることばかりでした。では ２０１７年はどんな年
になるでしょうか。 
ある風水的な見立てによりますと、昨年は余分なものを捨てさり（猿）間違いが正
される年で、今年は身軽になって飛翔する年になるそうです。 
 今冬はインフルエンザやノロウイルスが例年になく猛威をふるっておりますが、
今年一年も健康にご留意されつつ皆様の放射線診療技術、患者への接遇態度
とチーム医療が成熟し、さらに飛翔し高みへと舞い上がるよう祈念いたしまして
私の新春のご挨拶とさせて頂きます。 
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瑞宝双光章受章 
春の叙勲 

謹啓 
  
御技師会皆々様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さてこの度、私事にて誠に恐縮に存じますが、はからずも平成28年秋の叙勲に際しまして、
瑞宝双光章受章の栄に浴し、身に余る光栄と感激致しております。 
去る11月8日に神奈川県黒岩知事より厳かに伝達を受け、11月11日に皇居に参内し、天皇
陛下に拝謁を賜りました。 
日頃は唯物的な私にとって、直に陛下のお話をお聞きし、あまりの厳粛さに身が引き締まる
思いがあり、日本の国民で本当に良かったと改めて認識した次第でありました。 
又、私が驚愕したのは、宮中の清潔さであり、特に手入れの行き届いた樹木の美しさ、塵ひ
とつない庭園、更に中でも化粧室の豪華な事、家内に促され私も記念にと拝借したものです。 
県内の表彰の皆様も連鎖反応の如く、次々と記憶に残る行動を取っているようでありました。 
その後、豊明殿での集合写真、大多数の方が緊張していた時間から解き放たれリラックス

ムードへと・・・・ そこは少々物見遊山の感が否めませんでしたが・・・・  
ともあれ表彰にはまるで縁のなく何等功績の無い私如きがそんな貴重な体験をさせて頂い
たのは、これもひとえに皆々様方から頂いた日頃よりのご指導・ご支援の賜物と心より感謝
致し、ここに厚く御礼申し上げます。 
今後はこの栄誉に恥じることのないよう一層精進・努力する所存でございますので何卒、従
前にも増してのご芳情を賜りますようお願い申し上げます。 
本来ならば拝眉の上で、ご挨拶申し上げる所でありますが、紙面にて失礼かと存じますが、
ご容赦頂きたくお願い申し上げます。 
技師会の更なる発展を祈念し、末筆・乱文では御座いますが、皆々様の益々のご健勝とご
多幸を心よりお祈り申し上げ、御礼のご挨拶とさせて頂きます。 
  
                                                     謹白 
平成28年11月吉日 
                                          西湘放射線技師会 
                                                   中根 精 



9月8日 神奈川県放射線技師会組織委員会に大塚理事出席
11月1日 高木理事、小田原保健福祉事務所所長表彰
11月1日 平田監事、神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰
11月10日 神奈川県放射線技師会組織委員会に大塚理事出席
11月18日 平成28年度西湘放射線技師会秋季学術講演会開催
12月6日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
1月13日 新春情報交換会に宗像会長と大塚理事出席
2月1日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
2月1日 編集委員（高木理事、稗田理事、杉山理事）地区だより作成
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活動記録（2016/10/18～2017/2/1） 

学術報告 

平成28年11月18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
を開催いたしました。 
 
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装置による新しい乳がん診断  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     

④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      

⑤一回息止め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                               

 
当日は、３０名（正会員２３名、賛助会員６名、県技師会１名）の方々に参加して頂き、
様々な分野について発表をして頂きました。どなたの発表も大変興味深く、とても勉強
になり有意義な会となりました。  
発表をしてくださった先生方、またご参加、ご協力頂きました会員の皆様には心より御
礼申し上げます。 



今月の会員紹介を承りました、西湘病院の川田　順一です。宜しくお願い致します。
私事ですが、去年12月27日に次男が産まれました。
ぶっちゃけて申しますと一番目の子が男の子だったので、次は女の子がいいなぁ～
などと思っていたのですが、世の中そうなんでも思った通りには行かず男の子が誕生
しました。でも、元気にこの世に誕生してくれただけで十分に幸せを分けてくれています。

長男は今3歳でとてもやんちゃな時期にあります。そんな中生まれたての赤ちゃんは
自己表現が泣くことでしかできなく、とても可愛いい存在として我が家に幸せを
プレゼントしてくれています。

聞いた話ですが、赤ちゃんは赤ちゃんの“匂い”がするんですって。
本当か？と半信半疑だったのですが、今回試しに“匂い”を嗅いでみたところ、
本当に赤ちゃんの“匂い”がするんです。
びっくりしました。
毎日沐浴をしていてもまだ赤ちゃんの“匂い”がするんです。
沐浴に使っているボディーソープの“匂い”ではなく赤ちゃんの“匂い”がするんです。
…なんか匂いフェチの文章になってしまっていますが、そういう趣味はありません。
しかし赤ちゃんの“匂い”はいいですね。
…これ以上書くと人格が疑われるためここら辺で終わりにさせて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。
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会員紹介①  



JCHO湯河原病院の三宅です。

2015年9月の小田原に市のラグビー協会が設立されました。
同時に3歳～中学生を対象にしたラグビースクール、16歳以上を対象にしたラグビークラブも
立ち上がりました。
学生時代、ラグビーの楽しさに触れ、再び味わいたく、また子供たちにその楽しさを伝えられたら
と思い、スクール・クラブ共に参加させていただいております。

一昨年のＷ杯、昨年のオリンピックでの日本代表の活躍もあり、スクールの生徒数も50人前後と
大変にぎわっております。

ラグビーは、身体の大きな人が行うスポーツ
というイメージが多かったと思いますが、15人で
行う競技のため、大きな人はもちろん、足の速い
人、パスのうまい人等様々な役割があり、どんな
体格の人でも楽しめるスポーツです。

ルールがわかりづらい等との事から、観戦も
なかなかと思われる方もいらっしゃいますが、
ＴＶにおいては、最近ではどのような反則が
おきたのかが表示されたり、レフェリーにマイクが
付いてる為、とても観やすくなっています。

生での観戦も見応えがあります。反則時には、やはり電光掲示板に反則内容が表示されるため、
ルールがわからなくても、少しずつ覚えられます。
チケットも自由席大人2000円と比較的購入しやすく、また日によってはその料金で2試合観戦できます。
場合によっては、試合を終えた選手が次の試合を観戦するためスタンドにいたりするので、サインをもら
うこともできます。
どの席からみても楽しいのですが、個人的にはバックススタンド最前列(これも自由席2000円)が見ごた
えあります。グラウンドとの距離が近く選手の身体と身体が当たった音が生で聞こえてきます。

ラグビー経験者でまたやってみたい方、経験は無いけど楕円球に
触ってみたい方、ぜひ一緒に汗を流しましょう。
スクール生も募集しておりますので、お子様になにかスポーツをと
思われた際にはよろしくお願い致します。

自己紹介のつもりが・・・
少しでも皆様にラグビーの魅力が伝わればと思います。

今後ともよろしくお願い致します。
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会員紹介② 



　　当院は明治45年に小澤内科病院として開設し、昭和27年に医療法人同愛会小澤病院に改組
今年で１０６年目を迎えます。病床数は２０２床を有し、２００５年には口腔外科を開設しました。
西湘地区で２次救急を担っており、当理事長の方針で｢救急を断らない｣、｢医療を通じて社会貢
献する｣を理念としています。現在ではこの地区での最多の２次救急受入数にまで至っています。

　　当放射線科は放射線技師６名（男５名・女１名）で単純撮影・マンモグラフィ撮影・透視撮影（
胃バリウム・注腸検査等）・手術室透視・超音波検査（甲状腺・腹部・下肢静脈）、骨塩定量
検査等の業務を担っています。

　　これからも、当放射線科は２次救急体制に対応できる教育、人材の育成を継続していき、
地域の皆様に安心して医療を受けられる体制を提供していきます。
　　今後とも医療法人同愛会小澤病院をよろしくお願いいたします。

平素は大変お世話になりありがとうございます。
本年も皆様におかれましては、お体にご留意され
ご活躍されることを祈念しております。
昨秋から西湘地区を担当させて頂くこととなりました
GEの”大津 英哲”（写真一番左）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。

趣味は、釣り、ゴルフ、旅行、愛犬の散歩です。
特に昨年春に我が家にやってまいりました愛犬との
散歩は、私の弛んだ体を改善してくれております。

営業マン＆ウーマン＋事務所にいたSVマン

この愛犬ですが、いつも写真のような格好で寝ています。
仕事帰りの私はとても癒されてます。

製品の宣伝は一切致しませんが、営業力で皆様の
お役に立てるように、また、癒しになれるように今年も
尽力致しますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
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施設紹介 小澤病院 

賛助会員紹介  ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 



皆様！　　はじめまして！
平素は大変お世話になっております！
第一三共（株）の齋藤貴美男と申します！
この度はこのような紹介の場を頂戴いたしまして
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。

医薬品の適正使用、情報提供などを通じて医療
への貢献が出来ましたら幸いと存じております！

《自己紹介》
神奈川県横浜市出身、小田原5年、結婚し、名古屋2年、
浜松3年、三重県5年、札幌11年と転勤生活を続け、
なんと再び小田原に！2年を迎えようとしております。
札幌に家族を残し、単身赴任生活、満喫？中です。
アウトドアで遊ぶことが好きなので、趣味はそっち方面
です。札幌ではスキーもスノーボードもパウダースノーが
が目と鼻の先にあり、ゲレンデ内で充分楽しめますよ。
ボートの免許を持ってるので釣りは気ままに『自分流』。
早起きもしませんし、誰もいない大海原で魚のいる『根』
を探し、目的の魚をGET！したときはたまりません。
料理も好きなので釣った魚は全てありがたく頂きます！
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます！！

平素より大変お世話になっております。コニカミノルタジャパン　小林と申します。
弊社は国内メディカル分野における販売、サービス会社です。
病院様向けに高画質/低被ばくタイプのFPD装置「AeroDR（エアロ・ディーアール）」を
始めとする様々な医療商材やITネットワークサービス商品をご提供しています。

さて、話は変わりますが少し私の近況報告させていただきます。
今年に入りまして富士スピードウェイで開催されたママチャリグランプリに厚木営業所
9名で参加してきました。ご存知の方もいるかも知れませんが、チームでママチャリを
乗り合っての7時間耐久レース。全長4.8km、高低差35mと.起伏にとんだ車仕様のコースです。
私は2周走りましたが想像以上に過酷で1周で腿の筋肉が悲鳴を上げ、2周目は折れた心を
繋ぎ止めつつなんとか完走。観戦中はBBQも出来、インドアな私に取っては何かが違う今年の
第一歩になったかと思います。来年のレースは目指しておりませんが、鈍った体を反省し
筋トレに興味が湧いている今日此頃です。
”名塚さん目指して頑張ります！”

結果は1150組中591位
29周／7時間

興味がある方は是非ご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=Bkr1svcWYVI

9

賛助会員紹介   第一三共株式会社 

賛助会員紹介   コニカミノルタジャパン株式会社 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成29年2月1日　現在

　　　　　　　　　　　　　　　●平成28年度総会開催のご案内●
　　　　　　　　　　　　平成28年度総会を下記の通り開催致します。
　　　　　　　　　　　　何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます。
　　　　　　　　　　　　日時：平成29年3月17日(金)　18：30～
　　　　　　　　　　　　会場：小田原市立病院　看護宿舎　１F　会議室
　　　　　※当日参加される方は、次年度の会費を徴収させて頂きたいと思いますので
　　　　　　 重ねてご案内申し上げます。

本会会員数　90名（うち名誉会員　3名）　 賛助会員21社と2名

ご報告 表彰
☆小田原保健福祉事務所所長表彰（平成28年11月1日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木　敬紀　様　（西湘病院）
☆神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰（平成28年11月1日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　文高　様　（ＪＣＨＯ湯河原病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
☆糸見　陽一　様（西湘病院）　2016年11月29日
☆松原　俊文　様（小田原市立病院）　2016年12月30日

ご結婚おめでとうございます。ご結婚されました糸見様、松原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/のホームページを開設しております。
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
　子供も順調に大きくなったので、妻にお願いをして週１ならと、バスケを昨年からまたやり始めました。
やるからには、流石に８年前のバッシュでは危ないと言われ、久々にＮＥＷバッシュを買いました！！
やはり新たな装備を身に着けるとテンションとモチベーションがグンッと上がりましたが、
無理せず怪我なくを第一に考えながらやっていこうと思っております。　

　　　おすぎ

　　　　　　　　　　　　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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