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巻頭言
『継承と変革』

西湘放射線技師会 会長
岩崎 豊

三月の定期総会においてご推薦をいただき、この四月より第十三代西湘
放射線技師会会長を務めさせていただくことになりました、小田原循環器
病院の岩崎豊です。
遡れば昭和35年6月18日に『西湘Xレイ研友会』が発足し、昭和60年11月
24日には現在の『西湘放射線技師会』に改称されました。
そして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。人に例えるならば還暦を迎える歳になりますが、今どきの六十
代はまだまだ現役バリバリです。
当会もこれまでの良き伝統を受け継ぎつつも、時代のニーズや会員のご
要望等を受け止めそれに応えていくために、少しずつ中身を変えていこう
と思います。それが冒頭に掲げた言葉の意味です。
巷ではよく『技師会を元気に』ということを耳にしますが、技師会は個々の
会員皆様が集まって成り立つものであり、その一人一人が元気になれば
おのずと技師会活動も盛り上がってくるものでしょう。技師会とはそのお手
伝いをするためにある、いわばサプリメントのようなものだと思っています。
今年度も昨年度と同様に様々な活動が予定されています。16名の役員
が一団となり楽しく活動していける、そんな西湘放射線技師会にしていき
たいと思いますので、これからの２年間よろしくお願いいたします。
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平成３０・３１年度 新役員紹介
会長

岩崎 豊

（小田原循環器病院）

副会長

大久保 靖史

（大内病院）

事務局長
事務局

長岡 敏
富田 興次郎

（小田原市立病院）
（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

今村 郁哉
梶村 昂平

（小澤病院）
（山近記念総合病院）

学術担当

柳川 和好
山田 太一

（湯河原胃腸病院）
（山近記念総合病院）

会計担当

杉山 正和

（ＪＣＨＯ湯河原病院）

編集担当

編集（Web）担当

高木 敬紀
稗田 洋二郎
尾川 真太郎
大久保 靖史

（西湘病院）
（小田原市立病院）
（小田原市立病院）
（大内病院）

地区委員

亀山 佳也

（県立足柄上病院）

監事

磯貝 和久
宗像 達也

（小澤病院）
（小田原市立病院）
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[兼任]

平成29年度西湘放射線技師会定期総会
日時：平成30年3月23日（金） 18：30より
場所：小田原市立病院 看護宿舎

1．開会宣言（総会資格審査）

長岡氏（小田原市立病院）

平成30年3月23日現在の会員数93名中、総会出席有権者数85名（会場出席者24名、委任状提出者61名）で
有権者数の過半数47名を満たし、総会成立を宣言。
2．会長挨拶（閉会の辞）

宗像会長（小田原市立病院）

3．議長選出

亀山

桂也（県立足柄上病院）

4．書記任命

橋本

学（山近記念総合病院）安藤

汐璃（小田原市立病院）

5．議題
○平成29年度事業報告
・組織委員会

地区委員活動報告

第1回平成29年5月11日

・公益社団法人

大塚氏（県立足柄上病院）

第2回平成29年9月14日

神奈川県放射線技師会総会

・拡大組織委員会

第1回平成29年7月6日

・神奈川県技師会70周年記念大会
○学術事業報告

第3回平成29年11月9日

第4回平成30年3月8日

平成29年5月26日

第2回平成30年1月19日

平成30年2月4日

柳川氏（湯河原胃腸病院）

・平成29年度秋季学術講演会

平成29年11月29日

小田原市立病院

参加者46名

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

キャノンメディカルシステムズ㈱ 小平氏

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㈱ 湊氏

③頭部のIVRの基礎

西湘病院 黒岩 健二氏

④コーンビーム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 県立足柄上病院 岩佐 脩氏
⑤REVOLUTION CT 初期使用試験
・第3回西湘放射線技師会研究会

小田原市立病院 稗田 洋二郎氏
平成30年2月15日

小田原市立病院

参加者25名

①バリウム製剤の特性について

カイゲンファーマ㈱ 川崎氏

②堀井の高濃度バリウム・発泡剤の特性

堀井薬品工業㈱ 岡崎氏

③ディスカッション（上部消化管造影検査について）
*講演終了後、小田原市立病院CT室の施設見学
○福利厚生事業報告

名塚氏（ＪＣＨＯ湯河原病院）

・平成29年夏季レクリエーション
・平成30年新年会
・平成29年度

平成29年7月7日

平成30年1月26日

慶弔費

○渉外事業報告

じんりき厨房

平成29年4月

じんりき厨房
弔電

長岡

小田原駅前店

小田原駅前店
敏

氏

ご尊父（小田原市立病院）

大久保氏（山近記念病院）

・子育て支援実行委員会

第5回平成29年4月6日

第6回平成29年4月29日

第7回平成29年5月16日 第8回平成29年6月20日
・2017

子育て支援フェスティバル前日準備

・2017

子育て支援フェスティバル

・神奈川県放射線技師会
・子育て支援実行委員会
○WEB事業報告

平成29年5月28日

渉外委員会

・湯河原ファミリーサポートまつり

平成29年5月27日

平成29年6月6日

平成29年11月27日（横浜技師会事務所）

平成29年9月9日

平成29年11月29日

平成29年12月20日

平成30年1月24日

大久保氏（大内病院）小栗氏（山近記念総合病院）

・ホームページ更新

・技術・学術資料の充実、講演会・研究会等の案内の掲載

○編集委員事業報告
・地区だより発行

平成29年6月90号

平成29年10月91号
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平成30年2月23日92号

等

平成30年2月21日

○平成29年度会計報告

長岡氏（小田原市立病院）

簡易会計内訳
1.収支残高
2.会費内訳会員93名（名誉会員3名を除く）
賛助会員20社、1名
○平成30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

[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]

[学術担当]

・年1回以上の講演会、研究会の実施

・子育て支援フェスティバルへの参加、及び実行委員会の参加
・平成30年5月26日 ・平成30年5月27日 ・平成30年9月頃

[ＷＥＢ担当]
[編集担当]

・地区だよりの定期掲載、活動予定と内容の更新
・地区だより

等

年3回（6月、10月、2月）発行予定

○平成30年度予算
*会員会費は名誉会員3名を除く。
*県助成金
○その他
会員移動報告・他

会員

93名（名誉会員3名）

賛助会員

【入会】

【退会】

（会員）

（会員）

19社1名

安藤 汐璃

小田原市立病院

土屋 彰

西湘病院

大村 國喜

小田原市立病院

小林 潤弥

小澤病院

原田 紗彩

小田原市立病院

梶村 昂平

山近記念総合病院

（賛助会員）

泉 浩将

小澤病院

テルモ株式会社

今村 郁哉

小澤病院

平野 恵里香

県立足柄上病院

高根 信明

県立足柄上病院

黒岩 健二

西湘病院

以上、質疑応答なく賛成多数にてすべて可決された。
・輸送費の高騰や運営状況等を鑑みて、賛助会員会費の引き上げを検討。
6.現役員解任・新会長任命（役員改選）
・磯貝氏推薦により、賛成多数及び満票で岩崎氏（小田原循環器病院）が今期の新会長に任命された。
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
8.閉会の辞

長岡氏（小田原市立病院）

平田氏（ＪＣＨＯ湯河原病院）

報告者 橋本 学（山近記念総合病院）
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安藤 汐璃（小田原市立病院）

活動記録（2018/2/26～6/18)
３月８日
３月１７日
３月２３日
４月１３日
４月１９日
４月２６日
５月１０日
５月１５日
５月１８日
５月２５日
５月２５日
５月２６日

６月６日
６月１８日

組織委員会に大塚理事出席
横須賀三浦放射線技師会懇親会に宗像会長出席
平成２９年度西湘放射線技師会定期総会開催
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
西湘放射線技師会役員会開催
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
組織委員会に亀山理事出席
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
西湘放射線技師会役員会開催
神奈川県放射線技師会総会に岩崎会長、亀山理事、宗像理事出席
子育て支援フェスティバル準備に大久保実彦理事（大久保靖史副会長、長岡事務局長、
柳川理事）出席
子育て支援フェスティバル 大久保実彦理事（県技より佐藤副会長、金岩理事、松本理事、
長岡委員、鈴木委員、前垣委員、当会より岩崎会長、大久保靖史副会長、柳川理事、
山田理事、宗像会員、磯貝会員、井上会員）出席
神奈川県技師会渉外委員会に大久保理事出席
地区だより作成

平成３０年西湘放射線技師会納涼会のご案内
毎年恒例となっております夏季レクリエーション【納涼会】を
下記の通り企画させていただきました。
職場を離れ、会員・賛助会員同士の交流をさらに深める会にしたいと思っております。
ご家族やご友人も皆様お誘い合わせの上、より多くのご参加をお待ちしております。
日時
場所

平成30年7月20日(金) 18:30～20:30
じんりきダイニング wabito
小田原市栄町 1-3-12 5階
前回開催場所の『じんりき厨房』の
下の階です。ご注意ください。
会費 5000円
お酒を飲まれる方は
公共交通機関をご利用ください。

お忙しいところ恐縮ですが、地区だよりに同封してあるハガキにて7/6(金)までに
出席の有無をお知らせください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 今村・梶村
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２０１８ 子育て支援フェスティバル報告
２０１８．５．２７（日曜日）10：00～
毎年この時期に開催される
小田原市 子育て支援フェスティバル
あつまれ わくわくらんどにて
西湘放射線技師会＆神奈川県放射線技師会collaboration!
“乳がん啓発活動”をおこないましたので報告いたします。

前日、土曜日から西湘放射線技師会役員と会場の設
営に入り、来場者の動線を想像しながら団体として
初めて参加した時の事を思い出しました。
このフェスティバルは毎回5000人以上の来場者で、
小田原市では大きなイベントのひとつであります。
振り返れば2013年に団体として初めて参加させてい
ただいた子育て支援フェスティバル。
新参者には部屋も与えてもらえず乳がん触診ファン
トム片手に廊下片隅で活動を行い、
その翌年（2014年）は、体育館舞台横で乳がん啓発
活動を行ったが、舞台放送や歌声、楽器演奏などで
思うように活動できなかった。あれから5年、広々
とした部屋を見渡し、当時を懐かしく感じました。
今では会場内でも一番大きな部屋を任せられるところまで小田原市子育て政策課の信頼を得ています。
“継続は力なり”
当会ブースに立ち寄っていただくお母様も年々増えているのも役員皆様の乳がん啓発にかけた想いで
もあり、３年前に骨密度測定サービスを取り入れてから飛躍的に延びました。また新たなchallenge!と
して “血管年齢測定サービス”とプロジェクターを用いて“乳がん画像を見てみよう”のコーナーを設け
ました。
一人でも多くのお母様方が乳がんセルフチェックと乳がん検診の大切さを、子供のため、家族のため、
そして、お母さん自身のために感じていただける日にしたい！そういう一日でありました。
★乳がんファントム触診サービス
男女含め430人（神奈川県技師会女性技師
2名と小田原健康づくり課保健師2名ファン
トム３台でがんばっていただきました）
★骨密度測定サービス
女性 126人 男性 46人
★血管年齢測定サービス
女性 125人 男性 51人 子供 14人

渉外理事 大久保 実彦
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会員紹介①

今期より西湘放射線技師会に入会しました、
福和則（フクカズノリ）といいます。

放射線技師になり約１５年が経ちますが、現在は常勤の放射線技師として病院
で働いているわけではなく、いくつかの病院を掛け持ちして働いています。
主に小田原市の西湘病院や、過去に西湘放射線技師会の会長も経験がある徳
安俊二氏が立ち上げた派遣会社で派遣放射線技師として働いています。

また、ウェブ系の学校にも通っていた経験があるので、その経験を活かし数年前
からホームページ制作を個人事業として始めました。（ www.medilab.jp ）
しかしながら営業などの業務に苦戦をしており、なかなか思い通りにはいかない
なと感じております。

出身は長崎県で、大阪の技師学校を卒業して関西や九州の病院で働いた後、
2010年に関東に来ました。
神奈川県はマリンスポーツが盛んな街ですが、自分も友人に勧められてサーフィ
ンを６年前から始めました。
今では運動がてらに週一回ほどやるようになりました。
お蔭で「肌が焼けているね」と言われる事が多くなりました。
今後とも宜しくお願いします。
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会員紹介②
小田原市立病院の吉塚彩乃と申します。
就職してから2か月がたちようやく緊張もとけはじめ，
新しい環境に慣れてきたところです。
まだまだできない事ばかりですが，優しい先輩方に
ご指導いただきながら，日々奮闘しています。
出身は神奈川県秦野市です。幼稚園までは小田原に住んでおり，
高校も小田原に通学していましたので，なじみのある街で働くことが
できてとてもうれしく思っています。
趣味は野球観戦。父の影響で野球中継を観たのがきっかけで，今では中継があれば必ず観る
ほど野球ファンになりました。また，年に２，３回はユニフォームやタオルなどのたくさんの応援
グッズをもって球場まで応援に行っています。球場では選手の応援歌を大声で歌ったり，
点を取ったときに周りの人達とハイタッチをしたりと，球場全体で応援している雰囲気が
味わえるので，勝っても負けてもとても楽しいです。特に坂本選手と井端コーチが好きなので，
球場に行くとついつい目で追ってしまいます。

基本的には巨人ファンなのですが，野球が好きなので，勝ち負けにあまりこだわらずに観戦して
います。東京ドームにしか行った事がないので，盛り上がっている横浜スタジアムにも行って
みたいです。ちなみに横浜では大和選手とロペス選手，田中選手を特に応援しているので，
横浜スタジアムに行ったら何かグッズを買いたいと思います。
野球の話が多くなってしまいましたが，最後まで読んでいただいてありがとうございました。
これからもっとできる事を増やしていけるよう努力してまいりますので，よろしくお願いいたします。
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賛助会員紹介①

第一三共株式会社
【自己紹介】

平素より大変お世話になっております。
第一三共（株）の柴田和彦と申します。
この度は、賛助会員紹介という貴重な場を頂戴して
誠に有難うございます。
第一三共では、造影剤のオムニパーク・ビジパークオ
ムニスキャン・ソナゾイドなど検査診断にお役に立つ医
薬品を取り扱ってございます。
医薬品の適正使用情報、質の高い情報を提供し
西湘エリアの人々の健康で豊かな生活に貢献して参
ります。

賛助会員紹介②

2018年4月より西湘エリアの病院を中心に担当させて頂いて
おります、柴田 和彦と申します。
7年半、単身赴任生活でございましたが、今回、妻の体調
不良がきっかけで神奈川県に戻って参りました。
中学生・小学生だった娘と息子も大学生・高校生になり、
成長を感じています。
久しぶりの自宅での生活で、階段から落ちてしまい肋骨10番が
折れてしまい大好きなゴルフなどスポーツが出来ない状況であり
ます。
息子が今話題のｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙをしている為、ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
観戦が一番の楽しみであります。何卒宜しくお願い致します。

伏見製薬株式会社

平素より大変お世話になっております。伏見製薬株式会社の中西弘興と申します。
日頃よりＸ線検査で用いられるバリウム造影剤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誠に有難うございます。
2016年6月に大腸ＣＴ検査用バリウム造影剤「コロンフォート内用懸濁液25%」を発売致しました。
胃Ｘ線検査や注腸検査だけで無く、新しい大腸検査として益々普及が見込まれる大腸ＣＴ検査も含め、
適切な情報提供を行い皆様のお役に立てるよう務めて参ります。
【自己紹介】
兵庫県出身の関西人です。
約2年前に伏見製薬㈱に入社し、人生初の
関東在住となりました。
（前職は物流会社に勤務しておりました。）
まだまだ皆様に様々な事を教えて頂きながら
毎日奮闘しております。
最近の楽しみは、妻ともうすぐ2歳になる
娘の3人で色々な所に出かける事です。
おすすめのスポットなど教えて頂ければ幸いです。
どうぞ皆様、宜しくお願い致します。
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賛助会員紹介③

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社で営業を担当しております平田と申します。
平素CT,MRI装置をはじめとした画像診断機器では、大変お世話になっております。
弊社は2018年1月4日より東芝メディカルシステムズ(株)から、キヤノンメディカルシステムズ(株)へ
社名変更いたしました。
放射線科におけるCanonの名前を早く浸透させ、
西湘地区の皆様に『キヤノンと言えば診断機器！』と言って頂けるよう、
引き続き私が営業担当として、精一杯頑張らせていただきます。
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。
【自己紹介】
出身は東京都足立区の中でも限りなく埼玉県寄りの場所です。
趣味は『食』で、食べるのも呑むのも大好きです。
先日は、山北にある地酒で有名な『丹沢山』や『隆』の
川西屋酒造に、酒蔵見学に行ってきました。
山北の豊かな自然の中で作られた日本酒は最高でした！
地元のお薦めの美味しい物を是非私に教えてください！
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

賛助会員紹介④

装置のロゴもCanonに変わりました！

コニカミノルタジャパン株式会社

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株式会社の清水 正
太郎と申します。この度は賛助会員紹介という貴重な場をいただき誠にありがとうご
ざいます。弊社はFPD・CR装置をはじめとした医療画像機器を中心に営業活動をして
おります。今後も地域の医療に貢献し、微力ながら西湘地区を盛り上げていけるよう
ご協力させていただく所存です。
【自己紹介】
私は四国の愛媛県宇和島市で生まれ学生まで松山市で育ちました。どちらかというと
西湘地区は故郷と似ている環境で非常に落ち着きます。趣味は体を動かすこと（特に
球技）で現在住んでいる東京都狛江市でパパ友を中心に集めて月に1回フットサルを
しています。もし、フットサル等で参加させていただけるのであればお誘いいただけ
れば幸いです。まだまだ未熟者ではございますが精一杯頑張らさせていただきますの
で今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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掲示板
平成30年6月18日 現在
本会会員数 95名 （うち名誉会員 3名）

賛助会員19社と1名

会員の異動
入会

会員

福 和則
和氣 理博
今井 宜雄
吉塚 彩乃

退会

会員

川田 順一 様 （西湘病院）
大塚 叔宏 様 （県立足柄上病院）
メディカルミック株式会社 様

賛助会員

様
様
様
様

（メディラボ）
（丹羽病院）
（小田原循環器病院）
（小田原市立病院）

順不同

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
この度、編集担当になりました。小田原市立病院の尾川です。
ボルダリングを始めて半年が経ちました。2020年の東京オリンピックに正式種目として採用された
事もあり人気急上昇なスポーツだと思います。しかし、私の上達は急上昇とはいきません。
2020年に間に合わない…（笑）
西湘技師会の活動へお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

Shinta

編集担当 ： 高木 敬紀 ・ 稗田 洋二郎 ・ 尾川 真太郎

WEB ： 大久保 靖史

♢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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