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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 

  ２０１９年は令和という新しい元号を迎えたことにより、これから時代

が大きく変わるような、いつもに増して明るい未来を予感させてくれるよう

な春だったと思います。  

 

 ここで現役員も任期の折り返しに来たところですが、昨年度は皆様のご協

力のもと、恙無く会務を運営することが出来ましたこと、この場をお借りし

て御礼申し上げます。  

 

今年度は例年の行事に加え渉外担当理事を中心とした積極的な活動により、

毎年１０月にダイナシティ―で開催される『小田原ふれあい健康フェスティ

バル』におきまして、主に乳がん検診の啓発活動を中心としたブースを初め

て出展することが決定しました。現在その実施に向けての調整作業をしてい

るところです。なお当日お手伝いして頂ける方を会員の中から募集させてい

ただく予定です。  

 

 また、来る２０２０年は本会設立６０周年の年に当たります。過去には４

０周年、５０周年と開催してきました記念行事を、今回も開催するために実

行委員会を立ち上げました。どのような内容になるかはこれから検討してい

きますが、会員の皆様からのご意見ご協力を頂きながら作り上げていこうと

考えていますので、ご要望等がありましたらお近くの役員や事務局等にお伝

え下さい。  

  

 災害の多い平成ではありましたが幸いにも日本において戦争を直接経験す

ることはありませんでした。令和という時代もまた、皆様にとりましても平

和で益々発展していく明るい時代になるよう期待するとともに、私自身も充

実した毎日を過ごしていこうと思います。  

 令和元年も西湘放射線技師会をよろしくお願いいたします。  

 

平成30年度西湘放射線技師会定期総会報告 
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平成30年度西湘放射線技師会定期総会報告 

 

                           日時：平成31年3月22日 (金 ) 18:30   

                       場所：小田原市民交流センターUMECO 会議室2  

  

１．開会宣言（総会資格審査） 長岡氏（小田原市立病院）  

 

平成31年3月22日現在の会員数93名中，総会出席有権者数81名（会場出席者数21名，  

委任状提出者数60名）で有権者の過半数47名を満たしたため，総会の成立を宣言。  

 

２．会長挨拶（開会の辞） 岩崎会長（小田原循環器病院）  

 

３．議員選出 小野将之氏（小澤病院）  

 

４．書記任命 高根信明氏（足柄上病院） 吉塚彩乃氏（小田原市立病院）  

 

５．議題  

 

 ①平成30年度事業報告  

  

   ・地区委員事業報告  

   組織委員会   平成30年5月10日 平成30年7月6日   平成30年11月2日    

           平成31年1月20日    平成31年3月1日  

   災害時訓練見学 平成31年1月20日  

   総会        平成30年5月25日  

   新春情報交換会    平成31年1月18日  

 

 ・福利厚生事業報告  

   夏期レクリエーション 平成30年7月20日 （参加者50名 内賛助会員10名 )  

   新年会        平成31年2月10日 （参加者47名 内賛助会員18名）  

 

 ・学術事業報告  

   秋季学術講演会 平成30年11月16日 （参加者38名 内賛助会員5名）  

   「眼の水晶体被ばくに係る放射線防護」  (株 )千代田テクノル  犬飼氏  

   「解説！GEブレスト・トモシンセシス」   GEヘルスケア・ジャパン (株 )  舟木氏  

   「GE社製乳房撮影装置Senographe Pris t inaを使用して」 神奈川県立足柄上病院  瀧氏  

   「当院におけるCTCの活用」       山近記念総合病院  山田氏  

 

 ・渉外事業報告  

   子育て支援実行委員会    平成30年4月13日   平成30年4月26日   平成30年7月5日    

                平成30年11月8日   平成31年1月24日   平成31年2月20日              

   小田原子育て支援フェスティバル 平成30年5月25日 (前日準備 )   平成30年5月26日  

   神奈川県技師会渉外委員会   平成30年6月6日   平成30年8月28日   平成30年11月13日    

            平成31年3月6日          

 ・WEB事業報告 

   ホームページ更新・地区だより掲載・支払方法の変更・自然放射線量の掲載  

  

 ・編集委員事業報告  

   地区だより発行 平成30年6月18日   平成30年10月19日   平成31年2月28日  
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    ②平成30年度会計報告  

          会費内訳 会員93名（名誉会員2名を除く）賛助会員20社1名 

  

    ③平成30年度監査報告  

 

 ④規約改正  

   改正内容については会則冊子参照 

   質問事項 Ｑ 第21条について，運営上大きな問題があった場合に監査役が臨時総会を 

         招集することはあるか。 

           Ａ 明確な回答はなし 

        Ｑ 第26条について，「運営上必要である」と認めるのは誰なのか。 

           Ａ 会計の役員会にて承認された場合に支弁することになる。 

 

 ⑤平成31年度事業計画 

 

  ・地区担当   定期組織委員会への参加 

  ・学術担当   年1回以上の講演会または研究会の開催 

  ・福利厚生担当 夏期レクリエーション･新年会の開催 

  ・渉外担当   小田原子育て支援フェスティバル･渉外委員会などへの参加 

  ・WEB担当     地区だより掲載・ホームページ更新 

  ・編集担当   地区だより発行 

 

 ⑥平成31年度会計予算 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  ＊会員会費は名誉会員2名を除く  

  ＊県助成金 

  ＊収支予算は平成30年度の実績をもとに作成しています。  

 

 ⑦会員異動報告・他 

 

 【入会】   正会員                    賛助会員 

  和氣 理博  (丹羽病院)          ゲルべ・ジャパン株式会社 

  福 和則   (西湘病院) 

  今井 宜雄  (小田原循環器病院)  

  吉塚 彩乃  (小田原市立病院)  

  石井 大貴  (竹田整形外科)  

  鈴木 兼保  (箱根病院)  

 

 【退会】   正会員                    賛助会員 

  川田 順一  (西湘病院)            メディカルミック株式会社            

  大塚 叔宏  (足柄上病院)   

  糸見 陽平  (西湘病院)  

 

 以上，賛成多数にてすべて可決された。 

 

６．議長及び書記解任 

 

７．閉会の辞  大久保副会長（大内病院） 



３月　１日 組織委員会に大塚理事出席
３月　６日 神奈川県技師会渉外委員会に大久保理事出席
３月１９日 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
３月２２日 平成３０年度西湘放射線技師会定期総会開催
３月２３日 横須賀三浦放射線技師会懇親会に宗像理事出席
４月１２日 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
４月２６日 組織委員会に亀山理事出席
５月１０日 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
５月１７日 西湘放射線技師会役員会開催
５月２４日 神奈川県放射線技師会総会に岩崎会長、長岡事務局長、宗像理事出席
５月２５日 子育て支援フェスティバル準備に大久保実彦理事（柳川理事、杉山理事、梶村理事）出席
５月２６日 子育て支援フェスティバル　大久保実彦理事(県技より金岩理事、松本理事、白坂理事、当会より

岩崎会長、大久保副会長、長岡事務局長、宗像理事、亀山理事、柳川理事、山田理事、梶村理事)出席

５月３１日 西湘放射線技師会研究会開催
６月　４日 神奈川県技師会渉外委員会に大久保理事出席
６月１９日 地区だより発行

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 令和元年年8月9日(金)　18:30～20:30
場所 じんりきダイニング wabito

小田原市栄町　1-3-12　5階
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、別途送付いたします往復ハガキの返信ハガキにて7月中に
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

　　　　

２０１９年５月２６日（日曜日）10：00   ～あつまれ　わくわくらんど～
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”　“骨密度測定”　“血管年齢測定”サービスを
実施いたしましたので報告させていただきます。　　
乳がん検診の重要性、早期発見の大切さを “笑顔で！”
来場者に伝えられた一日でありました。

★乳がんファントム触診サービス
(女性　155名　男性　26名　合計　181名)

★骨密度測定サービス
(女性　143名　男性　62名　合計　204名)

★血管年齢測定サービス
(女性　125名　男性　51名　合計　174名)

山近記念総合病院　渉外担当　大久保実彦
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令和元年 西湘放射線技師会納涼会のご案内 

活動記録（2019/2/28～6/19) 

2019 子育て支援フェスティバル渉外活動報告 
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謹啓 

  

御技師会皆々様におかれましては、益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 

 昨年秋、公益社団法人・神奈川県放射線技師会のご推薦を賜り、平成30年度秋の叙

勲に際し、瑞宝双光章を受章させていただきましたことは、誠に身に余る光栄と感

激いたしております。 

 ひとえに、公益社団法人・神奈川県放射線技師会及び傘下の地区技師会の諸先輩

の方々のご指導・ご支援の賜物と深く感謝申し上げる次第でございます。 

 去る11月5日に神奈川県庁において、黒岩神奈川県知事より厳かに勲章伝達式を受

け祝辞を頂きました後、受賞者の集合写真及び黒岩知事には個別に記念写真に応じ

て頂きました。 

 11月7日には、全国から厚労省関係の受賞者が参集し、厚生労働副大臣の祝辞等の

式典の後、バスに分乗し皇居に参内しました。一般参賀において、皇族の方々がお

立ちになる宮殿に赴き、「春秋の間」において配偶者同伴にて天皇陛下に拝謁の栄

誉を賜りました。天皇陛下におかれましては、4月末の退位を控え今秋の叙勲式典が

最後となる中、天皇陛下のお元気なお姿を間近に拝見させて頂き、また陛下より心

温まるお言葉を頂き身が引き締まる思いと同時に、感激のあまり胸が熱くなったの

が思い出されます。 

 私にとっては、思いもよらない過分な受賞であり、今後はこの栄誉に恥じること

のないように地域の保健医療に貢献できるよう一層精進していきたいと考えており

ますので、皆様からの更なるご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 西湘放射線技師会には、この間御無沙汰し心苦しい限りでありますが、今後ます

ますの発展と会員諸兄のご活躍とご健勝を祈念いたしまして受章の挨拶とさせて頂

きます。貴重な体験をさせて頂き有難うございました。 

  

  令和元年5月吉日               

                   湯河原中央温泉病院  佐竹 孝一 

瑞宝双光章受章 
秋の叙勲 



名前：西村　美貴

所属：山近記念総合病院

先輩との２ショットです。
私は右になります。

7

会員紹介①  

今年の四月に山近記念総合病院・山近記念クリニックに就職しました。 

西村美貴と申します。  

働き始めてから二ヶ月が経ち、徐々にではありますが、新しい環境に慣れてきたとこ

ろです。技師の先輩方や医師・看護師をはじめとする周りの方々に支えていただきな

がら、日々励んでおります。知識も経験も未熟ではありますが、これからもっと努力

していきたいと思います。  

 

 住まいは湯河原ですが、中高六年間は小田原の学校に通っていた為、馴染みのある

地域で診療放射線技師として働くことができ、嬉しく思っています。 

大学の頃から友人と旅行をすることが好きで、私の楽しみです。最近の旅行の写真を

一部載せてみました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                  

美味しいものを食べることが好きなので、旅行中は食べてばかりいます。 

また、音楽も趣味の一つで、楽器を演奏することも、音楽を聴くことも好きです。 

好きなアーティストのライブに行くことを目的として、旅行をすることもあります。 

社会人となって、今まで以上に充実した趣味の時間を作ることができると思うと、 

今から楽しみです。  

  



名前：森田　寛之

所属：小田原循環器病院
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会員紹介② 

 はじめまして。この度、２０１９年の４月から小田原循環器病院、放射線科に配属になりま

した 森田寛之と申します。年齢は２１歳です。 働きはじめてから２ヶ月が経過し４月頃と比

べると仕事は慣れましたが、まだまだわからないことばかりでベテランの先輩方に支えられ 

ご指導を頂いています。 

また、病院では一般撮影やCTなど色々な経験をさせていただいて恵まれた環境にいると実感

しています。 先輩方になるべくご迷惑をおかけしないよう努力し、多くのことを教わりなが

ら１日でも早く戦力になれるよう頑張りますのでよろしく お願いします。   

出身は横浜市の泉区というところで現在は毎朝実家から病院がある鴨宮まで電車で通勤して

います。 ６月に鴨宮で一人暮らしをする予定です。 

   

                           

私の好きなスポーツはバスケットボールで、  

学生時代はバスケットボール部に所属して 

いました。今は年に１回ほどでバスケを 

する機会はあまりありませんが、 NBAや 

高校バスケなど試合を楽しくて見ています。  

  

 

                      他にも私はギターが好きで特技でもり、              

                      趣味でもあります。小学校６年から高校ま                                      

                      で地元のギター教室に通っていました。 

                      ギターで演奏するのはソロギターという弾  

                      き語りとは違いギター１本で伴奏とメロ 

                      ディを同時に演奏するスタイルです。 

                      家にはクラシック ギターが２本、エレキギ 

                      ターが１本あり、クラシックギターをおも 

                      に弾きます。クラシック ギターはすごく音 

                      が綺麗で家のソファーでくつろぎながら弾   

                      くことが多いです。 

 

以上で自己紹介を終わります。最後まで読んでいただきましてありがとうございました。 

右も左もわからない未熟者ですが、一人前の診療放射線技師になるよう努めてまいります。 

今後とも何かとお世話になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。  



皆様初めまして。新しく会員になりましたゲルべ・ジャパン（株）の渡辺と申します。
ゲルべ社と申しましても皆様には馴染みのないないメーカーかと思いますので
ゲルべの紹介を最初にさせていただきます。
ゲルべ・ジャパン（株）は昨年10月よりMRI造影剤「マグネスコープ」
リンパ系・子宮卵管造影、医薬品又は医療機器の調整用材
「リピオドール」 本年1月より非イオン性造影剤
「オプチレイ」を販売させていたでいております。
フランスのパリに本社を置き、ヨーロッパでは25％以上の
造影剤シェアをもつ株式公開企業でゲルべ・ジャパン（株）
はその日本支社になります。

私、渡辺の自己紹介です。
名前　渡辺　慎二　スポーツをこよなく愛する無芸大食体育
会系の男です。昭和の匂いがプンプンしますがそのままです。
学生時代まで本格的に野球に取り組んでおりました。
最近はプロ野球中継こそ観なくなりましたが夏の甲子園
の時は、白球を追いかけていたあの頃を思い出しながら
涙腺ユルユルでTV観戦しています（苦笑）
今は競技ゴルフをしており年間数試合出ています。
夏が大好きなアウトドア派です。
これから宜しくお願い致します。

株式会社千代田テクノル横浜営業所の赤坂優実と申します。
2018年7月より横浜営業所へ赴任し、西湘地域のお客様を担当させていただいております。
この度は賛助会員紹介の機会を頂戴し誠にありがとうございます。
弊社は日頃ガラスバッジを用いた個人被ばく線量測定サービス、核医学エリアの保守作業
等で大変お世話になっております。
今後、個人被ばくに関わる部分の法令改正も予定されております。弊社では眼の水晶体用
線量計であるDOSIRISや既存のガラスバッジでのサービスを活かし皆様のお役に立てるよう
努めて参りますので今後ともよろしくお願い致します。

【自己紹介】
奥入瀬渓流や十和田湖で有名な青森県十和田市
の出身です。
最近では美術雑誌などの表紙にもなった十和田市
現代美術館やB級グルメの十和田バラ焼きなどでも
メディアで話題になっております。
現在ですが2018年7月の赴任と同時期に入籍をし、
夫と2人横浜市内で暮らしております。
趣味は写真で、休日は夫と2人でカメラを担いで
写真を撮りに行ったりなどしております。
神奈川県内にも写真を撮るのに良い場所が沢山
あると聞いておりますのでカメラを片手に色々と
巡っていきたいと考えております。

9

賛助会員紹介①  ゲルべ・ジャパン株式会社 

賛助会員紹介②   株式会社千代田テクノル 



 令和元年６月１９日　現在

会員数　　　　正会員　101名　（うち名誉会員　2名）　 　賛助会員　19社と1名

入会
正会員 森田　寛之　様 （小田原循環器病院） 沼畑　佑奈　様 （山近記念総合病院）

西村　美貴　様 （山近記念総合病院） 原田　誠也　様 （足柄上病院）
山口　穣　　様 （JCHO湯河原病院） 栗原　康祐　様 （小澤病院）
齊藤　康将　様 （西湘病院） 高松　和輝　様 （西湘病院）

賛助会員 ゲルベ・ジャパン株式会社　様

退会
正会員 松原　俊文　様 （小田原市立病院） 菅谷　知恵　様 （小澤病院）
賛助会員 PSP株式会社　様

順不同

表彰
☆秋の叙勲　瑞宝双光章受章 佐竹　孝一　様 （湯河原中央温泉病院）

（平成30年11月5日）
☆神奈川県放射線技師会永年勤続表彰〈20年〉 長岡　　敏　様 （小田原市立病院）

（令和元年5月24日） 

祝
☆柳川　和好　様（湯河原胃腸病院）　2019年3月3日　入籍

ご結婚おめでとうございます。ご結婚されました柳川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。　

☆ 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。

久しぶりに、映画館へ行ってきました。最近では大型テレビやホームシアターが普及し
自宅にいながら大迫力の映像を楽しめるようになりました。動画配信サービスも充実し、
映画館に行く機会が減った方も少なくないでしょう。私もその一人ですが、やはり映画館
は最高ですね。映画館は経営難と聞きますので、映画館に行った際は是非フードも
購入してあげて下さい（笑）。西湘地区の映画館がいつまでも続きますように。  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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