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地区だより 



　西湘放射線技師会　会長
　　　　　　　　　　宗像　達也
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巻頭言 
新年の挨拶と共に、この１０年を振り返って。 
 
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、本会の運営を活発に行う事ができました。 日頃より、皆さまにおかれましては弛まぬ
お力添えをしていただきまして、心より感謝いたしております。 
 
 さて、この新しい年を節目に、初心に帰りながら、 西湘放射線技師会活動の１０年間を振り返ってみたいと思う。 
１０年前は２期目会長を中根 精氏が務めており、会員数は８５名・賛助会員２０社であった。当時より技師会活動は
盛んであり、福利厚生の催し物である賀詞交歓会及び夏季レクリエーションの実施、年１回以上の学術大会と、広報
誌 である「地区だより」を年に３回の発行することを活動の主軸としていた。 
 平成１９年の夏季レクリエ ーションでは、店舗を貸し切りアイスや綿菓子ありの「焼肉食べ放題」を催し、他職種の
友達と 妻と子供（４人）も参加し、多くの仲間と和気藹々と楽しんだことが記憶に残っている。また、 学術大会の会員
発表演目は「マンモト－ム生検 立ち上げから２症例まで」であり、当時はマンモト－ム生検を行っている施設が少な
かった為、聴講者が熱心に耳を傾けていたことが思い出される。平成２０年には、新しく高橋 博会長が就任された。
この年の福利厚生は、「西放技ECOプロジェクト」と題し て夏季レクリエーションを行い、県技師会からは早川地区担
当理事（当時）にお越し頂いた。恒例の大抽選大会を行い、この時ばかりはECOとは真逆で、温暖化に拍車が掛かる
ほどの熱気があった事が思い出される。学術では「腹部エコー ルーチンについて」「GE Light-Speed VCTの使用経験
について」 の２題の会員発表があった。翌年の納涼会では、早川理事、松尾理事にお越し頂き、当時の記録には、 
司会の声が聞こえない程に盛り上がったと記されている。学術の会員発表では、「環境変化にともなう 医療用消耗
品の改善」「３Dワークステーションで考える一般撮影」「アントンセン撮影の注意点」と３題の発表があった。 
 平成２２年の納涼会では、県技師会より窪田前会長に参加して頂き、会員皆の熱気も更に盛り上がっていた。 
先生の頼りがいのあるお背中が瞼に焼き付いていて、今となりましては、お元気であったお姿が懐かしく偲ばれる。
先生の歩まれた路は今後も私達の道標であると考える。ま たこの年は、西湘放射線技師会創立５０周年記念式典
を開催し、県役員の皆さまや各地区会長の皆さま に多数ご出席頂いた。会場ではクラリネット演奏も花を添えて盛
大に取り行われた。学術講演では、市民公開講座と称し一般の方々にも開放する初の試みを実施した。 
一般参加者からは講演が分かり易い内容であったと好評を得る事が出来た。 
 平成２３年の納涼会は、恒例の場所ではなく健康食を中心にしたレストランに変更した。５４名の参加を頂き、椅子
が足りなくなるハプニングもありましたが、楽しいひと時を過ごす事が出来た。また学術では、「フィリップス６４列１２８
スライスCTを使用したバ ーチャルコロノグラフィー検査」の発表と、足柄上病院の施設見学を行った。 
 平成２４年より宗像が会長職を拝命した。この年は、横須賀三浦放射線技師会の羽布津前会長とYMBIT代表の堀
理事の協力を 得て、WEB担当理事を新しく設けホームページ（http://westpoint.sakura.ne.jp/www/）の立ち上げを 
行った。また、技術の向上と会員相互の交流を目指し、グループワークを行う研究会を実施した。通例の学術につい
ては、「頭部MRIの基礎」「負荷フィルター採用で被ばく低減撮影」の発表及び小田原市立病院の施設見学を行った。 
 平成２５年は、３つの新しい取り組みを軸に活動した。まず一つは、渉外担当を設け「公衆衛生への貢献」と題して
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 行った。二つ目は、「西湘放射線技師会事務局の設
置」で、連絡や事務手続きの一括化を行った。三つ 目は賛助会員からの情報伝達の場も設け「会報の刷新」では、
「地区だより」をB5からA４版に変更し、 画像数も多くなり見やすく変更した。 
 平成２６年の会員学術発表は「デジタルデータの基礎」「診療放射線技師の為の診療報酬について」の２題、平成２
７年の学術では、「３T MRIの使用経験」「画論報告」の ２題について行われた。  
平成２８年では、研究会においてグループワークを行い、学術発表では、「業務拡大に伴う統一講習会 受講報告」
「一回息止め３D True FISP 腎動脈描出の有用性 ３T編」の２点で会員発表があった。  
平成３０年の活動については、皆様に「地区だより」にてご報告させていただいたとおりである。 
  
 この様に、諸先輩方が私たちの技師会活動に道筋を立てて下さった伝統の賜物であると感じています。 そして、会
員の皆さまのご協力があっての事と感謝しつつ、これからも技師会活動を伝承していくことが、 私たちの責務である
と考えております。 今後も、役員一同力を注ぎ、学術・福利厚生・渉外・編集・Webで協力し、会員同士の連携、親睦
が図れるように一層の努力をして参りたい。 最後に、本年度の総会に於きましては役員改選もございますので、皆
様方に多数のご参加をお願いいたします。 そして、西湘放射線技師会の更なる発展と、会員の皆さまにとってより良
き年でありますよう心から祈念いたしまして、「地区だより」新年の挨拶とさせていただきます。  



西湘放射線技師会　副会長
　　　 岩崎　豊
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昭和22年8月12日(1947年)に神奈川県放射線技術会として発足した公益社団法人神奈川県放射
線技師会（以下神奈川県放射線技師会）は、今年で創立70周年を迎えることとなり心からお祝い
申し上げます。 
 去る2月4日には、ワークピア横浜にて記念学術大会を、またホテルニューグランドにて祝賀会
が執り行われました。学術大会では当会会員の大久保実彦先生（山近記念病院）、稗田洋二郎
先生（小田原市立病院）の演題発表もありました。 
 本邦における技師会の変遷ですが、全国的には大正12年に東京にて『蛍光会』が設立され、大
正14年に『日本レントゲン協会』に改称されましたが、昭和17年に日本放射線技術学会に合流し
ました。 
 他方、昭和22年7月に資格問題の解決を目的に日本放射線技師会が設立されました。 
 神奈川県放射線技術会は昭和24年1月に日本放射線技師会に統合することを臨時総会で可決。
翌昭和25年に神奈川県放射線技師会と改称されました。 
 昭和26年6月11日ようやく診療エックス線技師法が制定公布され、神奈川県エックス線技師会
に改称。 
 昭和44年6月診療放射線技師法の施行により神奈川県放射線技師会と改称。 
 昭和60年社団法人格認可 
平成25年公益社団法人格認可 
以上の歴史をもっと詳しく紐解くと、初めに技師法有りきではなく、先人方の大変な努力で勝ち取
り、それまでの徒弟制度から脱却できたことがわかります。 
西湘放射線技師会も昭和35年6月18日『西湘Xレイ研友会』が発足し、昭和60年11月24日現在の
『西湘放射線技師会』に改称されました。 
2年後の2020年東京オリンピックのその年に当会も創立60周年を迎えます。それまでも、またそ
れからも西湘放射線技師会と神奈川県放射線技師会が、会員の皆様と共に良き歴史を刻み、歩
み続けていくことを期待いたします。 
 

公益社団法人 神奈川県放射線技師会 

創立70周年に寄せて 
 



11月9日 長岡理事、小田原保健福祉事務所所長表彰受賞
11月9日 樋口理事、神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰受賞
11月9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20日 田中宗夫氏、神奈川県知事表彰受賞
11月29日 平成29年度西湘放射線技師会秋季学術講演会開催
11月29日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
12月20日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
12月7日 神奈川県放射線技師会拡大組織委員会に大塚理事出席
1月24日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
2月4日 高橋前会長、宗像会長、神奈川県放射線技師会功労賞受賞
2月4日 神奈川県放射線技師会70周年記念大会に宗像会長、岩崎副会長、大塚理事、

大久保理事、長岡理事、小栗理事、稗田理事が出席
2月15日 第3回西湘放射線技師会研究会開催
2月23日 編集委員（高木理事、稗田理事、杉山理事）地区だより作成
随時 西湘放射線技師会ホームページ更新

学術担当 柳川 （湯河原胃腸病院）
尾川 （小田原市立病院）
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活動記録（2017/10/18～2018/2/23） 

学術報告 

平成29年11月29日（水）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最新MRI装置とワークステーションで生まれる新たな世界     
                         東芝メディカルシステムズ株式会社   小平 真吾 先生      
②MRI環境下におけるモニタリングの必要性  
                                 コニカミノルタジャパン株式会社   湊 弘考 先生   
第二部 正会員     
③頭部IVRの基礎                               西湘病院   黒岩 健二 先生  
     
④ｺｰﾋﾞｰﾑCTにおけるCTAPの低濃度造影剤と２相撮影の有用性の検討  
                                  神奈川県立足柄上病院   岩佐 脩 先生      
⑤Revolution CT 初期使用経験                                                 
                                    小田原市立病院   稗田 洋二郎 先生     
 
今年度は、例年をはるかに上回る４６名 （正会員３５名、賛助会員８名、県技師会員３名） 
の方々に参加頂き、大盛況となりました。 
質問も多数あり、大変興味深い内容で有意義な会となりました。 



平成30年1月26日（金）に小田原のじんりき厨房にて参加者51名で新年会を開催いたしました。　
インフルエンザが猛威を振るう中、体調不良による欠席者も無く、大変盛り上がった会となりました。
また、今回も神奈川県放射線技師会から佐藤副会長、松尾理事、松本理事、横須賀三浦放射線
技師会の松村会長にも参加して頂きました。遠いところ御参加頂き、本当に有難うございました。
出席して頂いた本会員、賛助会員の皆様にもこの場をお借りして御礼を申し上げます。

福利厚生担当　　　　樋口（小澤病院）
　　　　　　　　　　　　　名塚（JCHO湯河原病院）

平成30年2月15日（木）に小田原市立病院の看護師宿舎会議室にて
第三回西湘放射線技師会研究会を開催いたしました。

Ⅰ．賛助会員　講演
①バリウム製剤の特性について
　　 カイゲンファーマ株式会社 川崎　真史　先生
②堀井の高濃度バリウム・発泡剤の特性

　　 堀井薬品工業株式会社 岡崎　篤史　先生
Ⅱ．ディスカッション
　　　　テーマ：上部消化管造影検査について

今年度の研究会は２５名　（正会員２３名、賛助会員２名）の参加を頂き、大盛況となりました。
各施設による撮影法の工夫等を聞くことができ、賛助会員の発表と共に大変勉強になったの
ではと思います。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。

学術担当　  　  　柳川（湯河原胃腸病院）
　　　　　　　　　　  尾川（小田原市立病院）
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平成30年西湘放射線技師会新年会報告 

研究会報告 



　明けましておめでとうございます。小澤病院の泉浩将です。

　診療放射線技師として働き始めてもうすぐ1年が経とうとして
 います。先輩方のご指導のおかげでできることも徐々に増え
てきました。早く一人前になれるよう今年も努力精進していこ
うと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私は静岡県三島市出身で、現在は小田原で一人暮らしをして
います。最初は実家から職場まで通っていたのですが、朝早く
起きるのが辛く断念し、12月に引っ越してきました。引っ越して
からは自由に使える時間が増え、充実した毎日を送れています。

　私は漫画が好きで、少年漫画から少女漫画まで
ジャンルを問わず読んでいます。最近のお気にい
りは、ベイビーステップという少年漫画です。
　これは週刊少年マガジンで連載されていたテニス
漫画です。運動経験のほとんど無い主人公が、
運動不足解消のためにテニスクラブを訪れること
からストーリーが始まり、テニスに魅入られた主人
公が高校3年間をかけてプロを目指す過程が描か
れています。
　この漫画の魅力は、作者がテニス経験者であり、
綿密な取材に基づいて現実的な技術や戦術、
トレーニング理論などが描かれているところにある
と思います。リアルなテニス漫画として、関係者か
らの称賛のコメントが単行本の帯に掲載されたこと
もあります。

　主人公の成長過程やルールについても細かく描かれているので、テニス経験者の方は
もちろん、未経験者の方でも抵抗なく感情移入し熱くなれると思います。
2007年から連載されていましたが昨年完結を迎え、少し寂しい気持ちをしています。

　漫画の話ばかりになってしまいましたが、以上で自己紹介とさせていただきたいと思います。
まだまだ未熟者ではございますが、西湘放射線技師会に貢献できる人材になれるよう努力し
ていきたいと思います。
　これからもよろしくお願いいたします。
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会員紹介①  



今年度より転勤で神奈川県立がんセンターより神奈川県立足柄上病院に異動してきました。

平野恵里香と申します。がんセンターで9年勤務してから始めての異動で、緊張してきました。

簡単ですが自己紹介をさせていただきます。

出身は神奈川県の綾瀬市で、ずっと神奈川県に住んでいます。

私は走ることが好きで、毎年3回フルマラソンに参加することを6年間続けています。

下の写真は湘南国際マラソンを走った時の完走メダルと参加記念Ｔシャツ4年分です。

この大会は、大磯スタートで江ノ島まで行って戻ってくるコースで、海沿いを走れることと

比較的平坦なコースのため初心者におすすめです。

名古屋ウィメンズマラソンの完走賞はティファニーのネックレスが貰えます。　記念品は、

大会によってバラエティーに富んでいるので、色々な大会に参加するのが楽しみになります。

名古屋ウィメンズマラソンは女性しかいないので、給水の時もぶつかることなくゆったりと

走れます。　コースも名古屋の市街を走り30キロ過ぎには名古屋城の周辺を走ることもできます。

東京マラソンには5年間応募し続けていますが、抽選には当たりません。今後の目標は2020年

東京オリンピックまでに東京マラソンに当選して、オリンピックに出る人達と同じコースを

走ることです。　走ることは運動不足にもダイエットにもいいので、おすすめです。興味があればこれから、

是非フルマラソンに挑戦してみてください。夏からエントリーが始まります。
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会員紹介② 



氏名　原田紗彩
所属　小田原市立病院
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会員紹介③ 

 昨年の四月から小田原市立病院に勤務している原田紗彩と申します。 

出身は神奈川県平塚市です。  

働きはじめてから十か月程経ちましたが、まだまだ学ばなくてはならない事が沢山あります。  

現在は主に一般撮影を行っていますが、これからCTやMRIの技術を身に付けていきたいです。  

先輩方にご指導頂きながら今後とも頑張っていきたいです。  
 

 趣味と言える程のものでは無いですが、昔から食べることが好きで出かけた先で食べた美味し 

かった物はよく写真に撮って保存しています。基本的に何でも食べますが、見た目が可愛い物や 

お肉が好きです。 お菓子もよく食べますが、中でもじゃがりこや飴は昔から好きで食べています。 

じゃ がりこは新作を見かけるとつい手に取ってしまいます。最近出たフレーバーでは「コーンバター

味」 が美味しかったです。 飴はりんご飴や西洋風金太郎飴が好きです。りんご飴は食べられる機

会が 少ないので私の地元のお祭りである「七夕まつり」が催される時は赴いて必ず食べています。 

西洋風金太郎飴は「ｐａｐａｐbubure」や「candy show time」などが好きでよく買っています。 

 今一番 気になっているのは仙台銘菓である「霜ばしら」と言う飴です。冬季限定であり人気も高い

ので ネットでは予約二か月待ちだそうです。今年の冬は間に合うかわかりませんがいつか必ず食

べ ようと思っています。  



北海道を一周した際の一枚です。 愛車のVTR250です。

9

平素お世話になっております。日本メジフィジックス（株）の尾﨑太一でございます。日頃より核医学検
査に用いられます放射性医薬品にて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
な機会を頂きましたこと、感謝申し上げます。弊社におきましては昨年11月にアミロイドPET検査用イ
メージング剤「ビザミル®静注」を販売開始し、今後とも核医学発展のために貢献していく所存でござい
ます。 
 
［自己紹介］2017年4月に弊社に入社致しまして、10月より西湘地区を担当させて頂いております。私
の出身は愛媛県の新居浜市というところで、学生時代は京都、そして神奈川県と段々と東に居住地が
移っております。高いビルに囲まれた街で揉まれる中、西湘地区を訪問させて頂く度に出身地に近い
ような雰囲気を感じ、少しホッとしている自分がいるというのは内緒でございます。そんな私の趣味の
一つはバイクでございます。学生時代に北海道をバイクで一周したのは思い出の一つでございます。
神奈川県もバイク乗りにとっては魅力的な場所ですので方々駆け回りたいと思っております。 
まだまだ未熟者ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻の程、何卒宜しく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 

平素より大変お世話になっております。 
エーザイ株式会社の武内智之と申します。 この度は、
賛助会員紹介という貴重な場を 頂戴しまして誠にあ
りがとうございます。 エーザイでは造影剤のイオメロ
ン、プロハンス、 肝がんの塞栓物質ディーシービー
ズを扱っております。 医薬品の適正使用情報、質の
高い情報提供を心掛け、 微力ながら医療と皆様の
健康に貢献してまいります。  

≪自己紹介≫ 私は広島県広島市出身で2013年入社の 今年で
6年目の社員になります。 埼玉栄高校、早稲田大学スポーツ科
学部に進学、卒業し、 小学校からひたすら器械体操に打ち込ん
でおりました。 体育会系で医療分野とは全く別の畑から来た私
でございますが、 一生懸命活動させて頂きますので、 今後とも
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。  

賛助会員紹介  エーザイ株式会社 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　平成30年2月23日　現在

　 ▲平成29年度総会開催のご案内▲

平成29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。
※3月20日までに、ハガキの返送をお願い致します。

日時：平成30年3月23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　93名　（うち名誉会員　3名）　 　賛助会員20社と1名

社名変更
東芝メディカルシステムズ株式会社 キャノンメディカルシステムズ株式会社

ご報告 表彰
☆神奈川県知事表彰　（平成29年11月20日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　宗夫　様
☆神奈川県放射線技師会功労賞　（平成30年2月4日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　博　様　（小田原市立病院）
☆神奈川県放射線技師会功労賞　（平成30年2月4日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗像　達也　様　（小田原市立病院）
☆小田原保健福祉事務所所長表彰　（平成29年11月9日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡　　敏　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29年11月9日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口　義明　様　（小澤病院）

受賞おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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
　私事なのですが、湯河原のオレンジマラソン１０㎞に参加を決意し少しずつ走っております。
マラソンに参加することが初なので不安と心配で押し潰されそうですが、いざ本番になれば
気持ちが昂ぶり何とかなると信じています！！笑　　

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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掲示板  


