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地区だより 



西湘放射線技師会　会長
岩崎　豊
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巻頭言 

会員並びに賛助会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。 

 

旧年中は西湘放射線技師会にご協力いただき有難うございました。 

 

皆様がこれをお読みになるころはすでに月も変わり、年度末の気忙しい日々 

 

を送られていることと思います。年頭に今年こそはあれをやろう、これ 

 

にチャレンジしてみたいと思われたことに向けて一歩踏み出せているでし 

 

ょうか。 

 

 今期役員も折り返しに差し掛かってきたところです。昨年の反省を踏ま 

 

えつつ、２０１９年はより会員のためになる会の運営に力を注いでまいり 

 

ます。そのためにも3月に開催予定の定期総会でご意見を頂けますよう皆様 

 

のご参加をこの場をお借りしてお願いいたします。 

 

 この一年が皆様にとって実り多き年になりますよう祈念いたしまして年 

 

頭の挨拶とさせて頂きます。 



11月2日 神奈川県放射線技師会組織委員会に亀山理事出席
11月6日 大久保靖史理事、小田原保健福祉事務所所長表彰受賞
11月7日 小野将之氏、神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰受賞
11月8日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
11月13日 第3回神奈川県渉外委員会に大久保理事出席
11月16日 平成30年度西湘放射線技師会秋季学術講演会開催
12月7日 西湘放射線技師会役員会開催
1月18日 神奈川県放射線技師会新春賀詞交歓会に岩崎会長、亀山理事出席
1月20日 神奈川県放射線技師会組織委員会に亀山理事出席
1月24日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
2月20日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
2月22日 西湘放射線技師会役員会開催
2月28日 編集委員（高木理事、稗田理事、尾川理事）、ＷＥＢ（大久保理事）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

2019年2月1日（金）に小田原のじんりき厨房にて参加者50名で新年会を開催いたしました。
今回、神奈川県放射線技師会より松本 好正 理事にご参加いただきました。
遠いところご参加いただき、ありがとうございました。
今回、初の試みとして賛助会員の方々へアンケートに答えていただき、紹介の際に内容をもとに
1つずつ質問させていただきました。ご参加及びご協力してくださった本会員の皆様、賛助会員の
皆様ありがとうございました。

福利厚生担当：梶村・今村

日時　平成30年11月16日（金）　18：30～

場所　小田原市民交流センター「UMECO」会議室7

☆講演内容
第一部　 ①「眼の水晶体被ばくに係る放射線防護」 （株）千代田テクノル
賛助会員 ②「解説！ GEブレスト・トモシンセシス」 （株）GEヘルスケア・ジャパン
第二部　 ③「GE社製 乳房撮影装置Senographe Pristinaを使用して」 足柄上病院  瀧 美佐紀
正会員 ④「当院におけるCTCの活用」 山近記念総合病院 山田 太一

☆参加者　　３８名　　（正会員３３名、賛助会員５名）

本年度の秋季学術講演会は、多くの方々にご参加いただき大盛況となりました。質問も多く、大変に活気を
帯びた会となりました。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。 学術担当：柳川・山田
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役員活動記録（2018/10/19～2019/2/28） 

平成31年 新年会報告 

平成30年 秋季学術講演会報告 



名前：和氣　理博

所属：丹羽病院
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会員紹介①  

はじめまして。2017年6月から丹羽病院に勤めています和氣理博（ワキミチヒロ）と申します。

出身は小田原で、そのまま生まれてからずっと小田原に住んでいます。 

年齢は29歳で診療放射線技師として働くのは初めてです、知識も経験もまだまだ未熟ですが、

先輩方に支えられながら日々精進しています。 
 

丹羽病院に勤めてから、私が中学の頃部活でやって

いたテニスを先輩方が趣味でやられていたので13年

ぶりに再開しました。仕事終わりにコートをとったり、

休みの日に先輩が所属しているテニスクラブにお邪

魔させていただいたり、まだメンバーが3人ですが自

分でもテニスサークルを作ったりして運動不足解消が

てら楽しんでいます。 
 

  

他にもマイボールは持っていないのですが、ボウリ

ングが結構好きで年に何回か行きます。 

2年前あたりから5ゲーム以上投げるとだいたいアベ

レージが150～180点ぐらいで収まりこれ以上の領

域に行くことが出来ず上達していません。 

それでもこの間久々にボウリングをしたら、私の過

去最高スコア225点が出て嬉しくて思わず写真を撮

りました 

趣味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。まだまだ未熟ですが一人前の診療放射線技師となり、皆さんと共に活躍で

きるよう努力していきます。今後ともよろしくお願いします。 

 



名前：亀山　佳也
所属：神奈川県立足柄上病院
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会員紹介② 

昨年４月より西湘放射線技師会役員で地区委員を担当しております。神奈川県立足柄上病院の亀山です。

地区委員は１０の地区に分割された神奈川県の西湘地区代表として、２か月ごとに神奈川県放射線技師会

事務所で行われる連絡会議に出席しています。 

この会議は、神奈川県放射線技師会を通じて各地区同士相互の活動状況を報告し、研修会やセミナー等

の情報を共有することによって、県全体として放射線技師の連携を深めることにより、団結と活性化を計るこ

とを目的に開催され、地区委員は他の地区や神奈川県放射線技師会とのパイプラインの役割を担っていま

す。この任に就いてから他職場の方々やメーカー各社の方々と接する機会が多くなり、新しい人脈形成と情

報収集に役立っています。任期は２年ですから来年度も引き続き担当させていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

 

私の地元は藤沢です。どこも住めば都と言いますが、「いいですよ！藤沢」。鎌倉、江の島が近くて海がある

し、横浜、東京、新宿だって小田急線と東海道線で難なく行ける、情緒豊かに江ノ電に揺られてみたり、

ちょっと足を延ばせば箱根・伊豆への温泉旅も出来ます。引っ越しをお考えの方は候補地に入れてみては

いかがですか。 

 

卒業した技師学校は親戚のいる新潟大学で、卒業後は神奈川県立こども医療センター、循環器呼吸器病セ

ンターを経て現職の足柄上病院で４年目を迎えようとしています。 

趣味は、映画観賞といえば聞こえはいいですが、映画館ではなく自宅で良く映画を観ます。ジャンルはこだ

わりません。邦画、洋画、インド映画、アニメ何でも観ます。 

最近見たもので印象に残っているのは「不都合な真実」という、アル・ゴア元アメリカ合衆国副大統領が主演

しているドキュメンタリー映画です。この映画は気象データや温暖化により変化した自然の光景を用いて、環

境問題を正面から取り組むことの必要性を説いた内容となっています。観終った後は今後の地球が心配に

なって近い将来訂正のきかない危機を迎えることになるのではないかと、恐怖サスペンス映画を観終った後

の様な気持ちになります。学会発表や研修会で演者となる人にとってはプレゼンテーションの見本として観

ても良いと思います。わかり易さ、展開、スライドの使い方、口調、さすが政治家、さすが元副大統領と思わ

せてくれます。 

映画の中で経済活動に重点を置き、環境問題に向き合わない人々や政府をカエルに例えるくだりがありま

す。「熱湯に飛び込んだカエルは危険を察知してすぐに逃げ出すけれども、そのカエルもぬるま湯に飛び込

んだ時は、そこにとどまり、ゆっくり熱せられても逃げずにどんどん温度を上げられても動こうとしない、そし

てついに・・・」といったように強烈な衝撃を加えられないと人も危険を察知しにくく、行動を起こさないことの

比喩として挙げられていました。 

環境問題もさることながら、現在の職場環境、先輩後輩に恵まれて非常に居心地が良いです。仕事も４年目

を迎えようとしておりすっかり慣れてきました。ぬるま湯の中のカエルとなって危機を迎えることが無いように、

自らに刺激、衝撃を与えて行動を起こせるよう今後も頑張れたらなあと思う今日この頃です。 
 



【自己紹介】
（出身） 兵庫県姫路市
（趣味） 新聞鑑賞
（学生時代の部活） サッカー部
（座右の銘） ONE LIFE
（好きな食べ物） カツオのたたき
（好きな芸能人） 船越英一郎
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賛助会員紹介①  株式会社フィリップス・ジャパン 

<自己紹介> 

画像診断装置の担当をしております日比と

申します。昨年より西湘地区を担当させて

いただいております。 

私は、スポーツをすることが好きで、学生時

代は部活動に明け暮れておりました。中学、

高校ではハンドボール、大学ではサッカー

をしており、国内、海外での経験を積み、心

身ともに成長してまいりました。現在は、再

びピッチに立てるよう心身ともに準備をして

いる段階です。 

まだまだ未熟ではありますが、皆様のお力

になれるよう努力致しますので、今後ともど

うぞよろしくお願い致します。 
 

平素より大変お世話になっております。 

株式会社フィリップス・ジャパンの日比なつみです。 

弊社は、健康な生活、予防、診断、治療、ホームケア

という一連のヘルスケアプロセスを通じて、先進的な

テクノロジーと、医療従事者および消費者のインサイ

トを基に、人々の健康を改善し良好な結果をもたらす

ための包括的なソリューションを提供しています。 

賛助会員紹介②  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、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、 何卒宜しくお願い申し上げます。  
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賛助会員紹介③  富士製薬工業株式会社 

平素は大変お世話になっております。 

富士製薬工業の福嶋敏彦と申します。 

昨年の10月より、小田原地区を担当させて頂いております。 

弊社は急性期医療で必要となる注射製剤や医師の診断をサポートする診断用製剤、 

月経困難症治療薬や不妊治療製剤をはじめ女性特有の病気の予防･治療用製剤等、

医療を支える製品を提供しております。 

画像診断領域におきましては 非イオン性造影剤の「オイパロミン」「イオパーク」で 

お世話になっております。 

情報提供活動を通じて、皆様のお役に立つことが出来ますよう努めて参ります。 

今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

 

〈自己紹介〉 

長野県の出身ですが、神奈川県内に住んで、20年 

以上になります。 

趣味はランニングです。10年程前、体が鈍らないように 

ウオーキングを始めたのがきっかけで、マラソン大会にエン 

トリーして参加するようになりました。  

ホノルルマラソン、湘南国際マラソンなどの大会に参加 

させて頂きましたが、タイムは別として、楽しんでいます。 

今後とも、何卒よろしくお願い致します。 

賛助会員紹介④  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。 

富士フイルムメディカルの塚田と申します。 

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。 

 

さて今回は最近の私の趣味をご紹介させて頂きます。 

もともと、古い建築物が好きで洋館や神社・寺などを見て歩くのが好きで、前々から気になって 

おりましたが、晴れて御朱印帳デビューを果たしました。 

御朱印とは、神社やお寺に参拝したときにいただくことができ、神社で用いられる固有の紋や社

名、参拝日時などが墨書きされたものです。神社・お寺それぞれのオリジナルのため、バリエー

ション豊かで、せっかく足を運んだのだから、何か記念の一つとして御朱印を集め始めました。 

遠方には中々行けないので近隣でのお出かけの際には持ち歩きます。 

少々じじむさいかもしれませんが、御朱印頂くに列に並びますと 

小学生くらいのお子さんから、ご年配の方まで列を作ります。 

（会話もはずみます）。 

皆様方にも近隣で良い所 

ございましたらご紹介ください。 

行き先々での歴史や人々に 

触れるのも良いものです。 



平成31年2月28日　現在

平成30年度総会開催のご案内
平成30年度総会を下記の通り開催致しますので、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31年3月22日(金)　18：30～
会場：おだわら市民交流センターUMECO 会議室２

※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。

会員の異動

訃報
　　名誉会員の斎藤　良久様におかれましては、平成30年10月25日にご逝去されました。
　　　　　　　　　　　　　　ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

ご報告 表彰
☆神奈川県小田原保健福祉事務所長表彰（平成30年11月6日） 大久保　靖史　様　（大内病院）
☆神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰（平成30年11月7日） 小野　将之　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
先日、数年ぶりに両親の故郷である九州は博多に行き、

『とり田』というお店で、初めて博多水炊きを頂いてきました。　関東の水炊きとは一味違う、

白濁したスープが特徴で、新鮮な鳥や野菜を、黄柚子胡椒で味わう一品です♪

関東には店舗がないそうで、博多に行かれる際は、一度味わってみてはいかがでしょうか。

Ｌｕｐｉｎ

　　編集担当　：　高木　敬紀　・　稗田　洋二郎　・　尾川　真太郎　　WEB担当　：　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

8

入会 賛助会員 ケルベ.・ジャパン株式会社　 様

退会 会員 糸見　　陽平　　様　（西湘病院）

掲示板 


