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西湘放射線技師会　
会長 　　岩崎　豊

役員活動記録（ ～ ）

巻頭言 

新年明けましておめでとうございます。 

 2020年の今年は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催され、

平和と協調し共に生きることの大切さを日本が世界に向けて発信する大きな

役割を果たす年になります。 

 

 既にチケットを手に入れた方、テレビ観戦に徹する方やボランティアに参

加して一緒に大会を作り上げていこうという方もいて、様々な関わり方を持

たれることと思います。いずれにしましても単に順位を競うばかりではなく

健常者もハンディキャップを持っている方々も一つになってインクルージョ

ンな大会が作り上げられていく様を見られることに今からワクワクしていま

す。 

  

  今年はまた本会設立60周年に当たります。9月13日にささやかではあり

ますが記念式典を開催すべく昨年より準備を進めているところです。皆様の

ご参加をお待ちしています。 

  

 今年度で現役員の任期が満了となります。私自身この2年間で様々な経験

をさせていただきましたが、ここまで恙無く会務を運営してこられたのも役

員はもとより会員の皆様のご理解とご協力の賜物であり、この場をお借りし

てお礼申し上げますとともに、次年度からも変わらぬご厚情を賜りますよう

重ねてお願いいたします。 

  

 この一年がまた、仕事にもプライベートにも充実した年になりますよう皆

様のご健康とご多幸をお祈り申し上げ私の年頭の挨拶とさせていただきます。 
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11月 1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 1日 令和元年度西湘放射線技師会秋季学術講演会開催
11月 7日 徳安 俊二 様、小田原保健福祉事務所所長表彰受賞
11月 7日 柳川 和好理事、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10日 第40回小田原地区糖尿病週間行事に岩崎会長、大久保副会長、長岡事務局長、

大久保理事、宗像幹事出席
11月12日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
11月19日 第3回神奈川県渉外委員会に大久保理事出席
11月26日 第3回小田原地区糖尿病週間行事実行委員会懇談会に岩崎会長、長岡事務局長出席
12月 6日 西湘放射線技師会役員会開催
12月17日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
 1月16日 子育て支援実行委員会に大久保理事出席
 1月17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、宗像幹事出席
 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
 2月 7日 西湘放射線技師会新年会開催
 2月14日 地区だより作成編集委員（高木理事、稗田理事、尾川理事）、ＷＥＢ（大久保理事）

随時 西湘放射線技師会ホームページ更新

日時　令和元年11月1日　

場所　小田原市民交流センター　UMECO　会議室２

講演内容
第一部 ①線量管理について キヤノンメディカルシステムズ株式会社

（賛助会員） ②FINO.XManageの有用性 コニカミノルタジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー

第二部 ③当院における膝関節の一般撮影法 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）

（正会員） 湯河原病院 杉山 正和 先生

④胸部・腹部の一般撮影法　　 山近記念総合病院　 梶村 昂平 先生

参加者　全３３名（正会員２６名、賛助会員７名）

11月に行われた学術講演会は３３名の会員の方に参加していただきました。
４月１日より施行される医療法施行規則の一部を改正する省令に関連した各社線量管理ソフトの
話や、胸腹部や膝関節の話では基本的なポイントの復習に加え、撮影のテクニックを意見交換する
場にもなりました。ご参加、ご協力頂いた会員の皆様、ご講演を頂いた先生方には御礼申し上げます。

学術担当　柳川・山田

役員活動記録（2019/10/19～2020/2/14） 

令和元年度 秋季学術講演会報告 

渉外報告 3



第40回　小田原地区　糖尿病週間行事に西湘放射線技師会役員参加
今年度から渉外活動の一環として参加している糖尿病週間行事とは、１１月１４日の世界糖尿病デー
（インスリンを発見したカナダのバンティング教授の誕生日であり糖尿病治療の貢献に敬意を表し、
この日を糖尿病デーと顕彰しています）を含む一週間を全国糖尿病週間として、糖尿病の啓発活動を
行なっています。　午前の部は神奈川県栄養士会より「バイキングでカロリーチェック」で地域住民
と調理実習に栄養相談があり、午後から片山医師による「次の健診が楽しみになる生活習慣改善の
虎の巻～」食べちゃ駄目より、たくさん食べよう！食べる順番も大切、ベジファースト！など１時間
に亘り御講演をいただきました。　当会では会場案内、後片付けと実行委員メンバーとして西湘放射
線技師会役員が出席いたしました。これからも地域住民のため渉外活動を展開していく予定です。

渉外担当　大久保　実彦

本会は令和二年度に６０周年を迎えるにあたり、西湘放射線技師会６０周年記念の式典を
９月１３日に開催するよう企画しています。そこで、式典中に皆様の思い出の写真を
プロジェクターで流そうと考えています。

・当会関連の写真（新年会、レクレーション、渉外活動、学術講演会、施設見学、etc）
・仕事中の会員の方の写真 ・各施設の写真
・普段の会員の方の写真 ・思い出に残る写真

など、多くの方々に写真データを送っていいただき、企画に参加して頂きたいと考えています。
以下詳細になります。

投稿期間　４月末日まで
投稿場所　西湘放射線技師会 Gmail [xray9876@gmail.com]

技師会 Gmail に写真データを投稿していただく際には件名を「６０周年企画用写真」など、
わかりやすいタイトルで投稿をお願いいたします。また、投稿した画像に対して説明文を
加えていただけるとありがたいです。説明文がなくても受け付けますので多くの方の思い出の
写真投稿をお願いいたします。　尚、使用する写真は役員にて選定をさせて頂きます。

ただいま当会のシンボルマークを募集しております。盛り込みたいテーマ、モチーフ、デザイン等
ございましたら、3月20日までに下記Gmailアドレスまでお寄せ下さい。

西湘放射線技師会 Gmail [xray9876@gmail.com]

※Gmailに投稿していただく際には件名に「シンボルマーク」と載せて投稿をお願い致します。

西湘放射線技師会６０周年企画 

～思い出の写真をみんなで～ 

渉外報告 

西湘放射線技師会シンボルマーク 

募集のお知らせ 
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名前：栗原　康祐

所属：小澤病院

　はじめまして、昨年４月より小澤病院放射線科に入職致しました栗原　康祐と申します。
出身は南足柄市。現在も実家で家族と暮らしており、病院までは電車で通っています。
年齢は３７歳ですが、技師歴はまだ１年目です。
現役での国試に失敗し、技師になるのは諦めて全く別の仕事をしていましたが、
３０代半ば４０歳を前に資格を取得し技師になるのは最後のチャンスと思いチャレンジしました。

小澤病院の放射線科は部署内の雰囲気もよく働きやすい環境で、充実した日々おすごしております。
働き始めて１０ヶ月、諸先輩方の指導のおかげで入職したばかりの頃に比べ微力ながらではありますが
役立てるようになってきたと思っております。
ですが、まだまだ駆け出しで実力不足を痛感する毎日もあります。
少しでも早く先輩方に近づけるように日々業務に向き合って勉強し、たくさんの知識と技術を身につけて
いきたいです。

趣味は、バスケットボール。週に１度は体育館に行き、
１０代・２０代の若者達中心のメンバーに混ざって汗を流しリフレッシュしています。

また、９の付く日にステラおばさんのクッキーで開催しているクッキーのつめ放題にいくのも
楽しみの一つです。
一回８８０円で最高記録は約４３００円分。コツはとにかく奇麗に積んで、あとはバランスが大切です。
病棟や事務のスタッフにも差し入れで持っていくのですが、通り名はすっかりステラおじさんです。
次の目標は４５００円分です。

自己紹介は以上です。
今後、勉強会やイベントなどで皆さんと顔を合わせる事と思いますのでよろしくお願い致します。

会員紹介① 
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名前：原田　誠也

所属：神奈川県立足柄上病院

神奈川県立足柄上病院　放射線技術科の原田　誠也と申します。
診療放射線技師として働き始めて10ヶ月ほどが経ちました。優しい先輩方や質問をしやすい環境のなか、
疑問を一つ一つ解決することができ、自分にもできることが少しずつ増えてきたと感じています。

出身は静岡県熱海市です。現在は湯河原に家族と住んでおり、病院までバスと電車を利用して通勤して
います。
趣味はラジオを聴くことです。
学生時代、東京まで通学していたときの耳のお供として聞き始め、毎日4時間以上聞いています。
好きな番組はFM yokohamaの「ちょうどいいラジオ」と「Prime time」です。
また、昨年からラジオの公開生放送にも参加し始めました。

もう一つの趣味として、ラーメンを食べることが好きです。
先輩方と仕事終わりに、食べに行ったり、休日にラーメン屋を探して食べに行ったりしています。
今までに食べて、おいしいと感じたラーメンは湯河原にある「麺の蔵」のチャーシュー麵で
今一番食べたいラーメンは、湯河原にある「飯田商店」のラーメンです。
現在は湯河原にあるラーメン屋を探して食べていますが、今後は小田原のラーメン屋を探して
いきたいです。

麺の蔵　チャーシュー麵 ラーメン二郎　相模大野店　

以上で私の自己紹介とさせていただきます。
今後も積極的に勉強会、イベント等に参加させて頂きたいと考えています。
技術、知識ともに一人前の技師となるために、一生懸命に努力してまいりますので
よろしくお願いいたします。

会員紹介②  
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平素より大変お世話になっております。
西村医科器械の窪田春夫と申します。
弊社は、 ①地域に密着した医療機器販売ディーラー

②装置入替時の中古医療機器の買取、不要医療機器の廃棄等
を中心に営業活動をしております。
『お困り/ご相談』などございませんか？
きめの細かいサービスをさせていただきます。
4年ぶりに西湘地区に戻ってまいりました。
当時の恩返しの意味で皆様のお手伝いをしていきたいと思っております。

【自己紹介】
生まれも育ちも東京葛飾です。
柴又帝釈天で産湯は浸かってはいませんが、
メーカー時代寅さんと同じように全国を旅して参りました。
趣味かどうかわかりませんが、『酒が好きなので、
おいしい食べ物屋さんの常連となることです』
今度機会がありましたら、ご紹介させてください。

私も昨年還暦を迎えました。
若い人（私より）へメッセージを送らせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

『どんなにつらいことがあってもあきらめずに信念をもって対処すること。
　 そうすればいつかは成果は表れます。だって、必ず誰かは見てくれていますから』

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財前翔平と申します。
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。
平素は、X線造影剤イオメロン、MRI造影剤プロハンス、肝がんの塞栓物質ディーシービーズ、
早期アルツハイマー型認知症診断支援システムVSRADでは大変お世話になっております。
この場をお借りして御礼申し上げます。

【自己紹介】
大分県出身、2015年にエーザイ株式会社に入社し神奈川県に配属になりました。
学生時代はバスケットボールに打ち込んでおりました。
現在は、小田原のチームに所属し月1回程度、汗を流しております。

最近、犬を3匹飼い始めました。
犬を連れて旅行へ行ったり、ドッグランに行ったりと、犬中心の生活になりつつあります。
犬を連れていけるおススメのスポットがあればご教示いただけますと幸いです。

今後ともご訪問の際には宜しくお願い申し上げます。

賛助会員紹介①  西村医科器械株式会社 

賛助会員紹介②  エーザイ株式会社 
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掲示板 令和2年2月14日現在

令和元年度定期総会開催のご案内

令和元年度定期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9日までに、ハガキの返送をお願い致します。

日時：令和２年３月１３日(金)　18：30～

会場：おだわら市民交流センターUMECO　会議室３

※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 本会会員数　100名　（うち名誉会員　1名）　 　賛助会員22社と1名

入会 正会員 大西　里奈　　様　　（小澤病院）

賛助会員　　　フィートコーポレーション 様

西村医科器械株式会社 様

訃報

田中 宗夫 様の奥様 田中 日登美 様におかれましては、令和元年11月1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（令和元年11月7日） 徳安 俊二 様（メディカルテック）

☆神奈川県公衆衛生協会小田原支部長表彰（令和元年11月7日） 柳川 和好 様（湯河原胃腸病院）

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をお願い致します。

編集後記
先日、友人の結婚式に参列して来ました。新郎新婦がリラックスムード

だったこともあり、とても和やかで幸せな時間を共有させて頂きました。

ただ一つ悔やまれるのは、新郎友人の一言挨拶にサプライズで私が指名を

受け、当たり障りのない一言しか伝えれなかったことです。

何事も準備が必要だと改めて自覚する貴重な機会になりました。 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
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