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西湘放射線技師会
会長　　岩崎　豊

　令和も2年となり、この3月をもちまして私の会長としての任期も満了となりました。２年間恙なく会務の

運営が行えましたのも会員の皆様のご理解とご協力の賜物と、この場をお借りして御礼申し上げます。

　この2年間を振り返ってみますと例年通りの諸行事はもとより、会則の改正で本会の足腰を強化いた

しました。しかし会員に向けての情報発信に課題がみられる等、更なる改善の必要があると考えてい

ます。初めに目標に掲げた『継承と変革』は、いまだ道半ばであると思います。 　

　また定期総会におきまして役員の改選が行なわれ、全役員に継続していただけることになりました。

今年が本会設立60周年に当たり、1年前から記念行事開催に向けて準備を重ねてきたからです。

これからの2年間を、この熱意ある役員とともに務めさせていただけることは非常に心強い思いです。

　60周年記念行事につきまして、新型コロナウィルス感染の影響により祝賀会は中止とさせていただ

きます。非常に残念ではありますが、この地区だよりが皆様のお手元に届くころには、状況が改善され

ていることを祈ります。そのためにも医療の最前線で闘っておられる皆様自身の安全を先ずはしっかり

確保していただき、この困難な状況に立ち向かっていきましょう。

医療従事者へ敬意と感謝　ブルーインパルス　2020．05.28　東京上空

巻頭言 
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西湘放射線技師会 副会長
大久保 靖史 （60周年記念祝賀会実行委員長）

　会員の皆様におかれましては、益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。

技師会60周年記念祝賀会」を開催し、諸先輩方が作り上げて来られた60年という軌跡を紐解きなが

ら当会の歴史を心新たに受け止め、歴代諸先輩に敬意を表すとともにその業績を語り伝え、さらなる

会員親睦を通じ地域技師会として今後ますますの発展をお祝いするべく、役員一丸となり昨年より準

また、日頃より会員の皆様方の温かいご指導とご支援のもとで日々の活動を推進できますことを心より

れた次第です。

御礼申し上げます。

誠に遺憾ながら祝賀会開催を中止する運びとなりました。

備を進めてまいりました。

ところが新型コロナウィルス蔓延による社会的影響により、予定どおりの準備が日を追うごとに困難を

さて、昭和35年に発足した西湘放射線技師会も、お陰様にて60周年を迎えることができました。

これも先輩諸氏ならびに会員の皆様、そして関係各位の御支援の賜物と深く感謝申し上げます。

協議を行った役員の方々こそ自ら率先して会場の下見・催し物の準備・企画とご尽力頂いておりま

としてまとめさせて頂く予定です。

原稿に込められた当会への思いや暖かいお言葉等を頂戴できると幸いに存じます。

極めてまいりました。それでもこの終息を信じ、日々の状況を調査をしつつ、さらに準備を進めておりま

したが、そのような状況の中予定していた開催決定の期限が迫ったため、先日役員での協議を行い

つきましては、令和2年9月13日（日）14:00～小田原お堀端コンベンションホールにて「西湘放射線

した。ゆえに冷静にその心中を思いはかり、携わって頂いた全ての役員方の苦渋の決断を真摯に受け

止め、コロナウィルスの蔓延を防ぐべく当地域技師会が、社会貢献の模範となるようこの決定を受け入

厳しい状況の中、誠に恐縮でございますが、執筆にご協力賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

尚、現状でできうる活動として会員様のお気持ちやご祝辞、想い出のお写真等を「60周年記念誌」

正式な祝賀会開催のご案内をお知らせさせて頂く前に、このような中止のご案内をお伝えすることに

なり、誠に心苦しい限りではございますが、この機会に当会60年の歴史の重みを再確認し、さらなる飛

躍を目指す所存でございますので、引き続き当会活動へのご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い

申し上げます。

西湘放射線技師会６０周年記念祝賀会中止のお知らせ 
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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 長岡　敏 　　　（小田原市立病院）
事務局 富田　興次郎 　　　（小田原市立病院）

渉外理事 大久保　実彦 　　　（山近記念総合病院）

福利厚生理事 今村　郁哉 　　　（小澤病院）
　　　　　　　　　 梶村　昂平 　　　（山近記念総合病院）

学術理事 柳川　和好 　　　（湯河原胃腸病院）
　　　　　　　　　 山田　太一 　　　（山近記念総合病院）

会計理事 杉山　正和 　　　（ＪＣＨＯ湯河原病院）

編集理事 高木　敬紀 　　　（西湘病院）
稗田　洋二郎 　　　（小田原市立病院）
尾川　真太郎 　　　（小田原市立病院）

編集（WEB）理事 大久保　靖史 　　　（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 　　　（小澤病院）
宗像　達也 　　　（小田原市立病院）

令和２・３年度　新役員紹介 
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２月２１日 西湘放射線技師会役員会開催
３月　４日 神奈川県技師会渉外委員会Web会議に大久保理事出席
３月１３日 令和元年度西湘放射線技師会定期総会開催
４月２３日 西湘放射線技師会三役会議に岩崎会長、大久保副会長、長岡事務局長出席
６月１８日 地区だより発行　大久保副会長、高木理事、稗田理事、尾川理事

随時 西湘放射線技師会ホームページ更新

今年も新年賀詞交歓会を令和2年2月7日(金)に鴨宮の門松にて開催いたしました。
参加者55名(正会員30名、賛助会員23名、その他2名)と多くの皆様にご参加いただ
くことができました。
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、活気あふれる
会にしていただきありがとうございました。
来年度もイベントを企画しておりましたが、新型コロナウイルスによる国内情勢
を見ながら開催を検討していきたいと思っております。
誠に勝手ながらその際には多くの皆様にご参加いただけますと幸いです。

福利厚生担当　今村・梶村

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周年記念紙の発行を
企画しています。そこで、記念紙に皆様の思い出の写真を掲載させて頂こうと考えています。

・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　7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
加えて頂けると有難いです。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。

役員活動記録（2020/2/15～2020/6/18） 

令和元年度 新年会報告 

会員紹介① 

西湘放射線技師会６０周年企画 

～思い出の写真をみんなで～ 

5



名前： 沼畑　佑奈

所属： 山近記念総合病院

昨年4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沼畑佑奈と申します。
私は生まれも育ちも小田原なので、自然豊かなこの地で働くことができとても嬉しく思っています。
職場の先輩方をはじめ周囲の方々に支えて頂きながら、医療人として成長できるよう日々励んでおり
ます。　就職して1年が経過し、少しずつできることが増える嬉しさを実感する一方で、知識不足や
経験不足を痛感することもあります。仕事を行うなかでの毎日の学びを大事に積み重ねていきたい
と思います。

趣味はこれといってないのですが、音楽や旅行が好きです。

音楽は聴くことも演奏することも好きです。主に邦楽ロックを聴くので、音楽フェスに行き様々な
アーティストの演奏に触れたり、友人とバンドを組み演奏したりお互いに楽器を教えあったりして
楽しんでいます。高校を卒業するまでピアノを習っていたこともあり、私はキーボードを担当して
います。

旅行は国内に限らず海外も好きです。振り返ると基本“食”がメインの旅になっています。
今年の年明けには三重へ行き、初詣に伊勢神宮へ行きました。

海外はアジア圏しか行ったことがないので、もう少し遠くにも飛び出してみたいと思っています。
今はコロナの影響で旅行できませんが、行きたい国々のことをリサーチし旅行プランを立てて夢を
膨らませています。

以上で自己紹介とさせて頂きます。
まだまだ未熟ではありますが、診療放射線技師として1人前になれるよう努力して参りますので
今後ともよろしくお願いいたします。

会員紹介① 

ベトナムのナイトマーケット 上海（田子坊） 
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名前：齊藤　康将

所属：西湘病院

昨年の四月から西湘病院で働かせていただいております。齊藤康将と申します。

診療放射線技師として働き始めてから一年経過しましたが、まだまだ未熟であり

学ぶべき事が多いです。先輩方のご指導を元に早く一人前になれるように頑張ります。

出身は埼玉県の草加市ですが、勤務する際に小田原市に引越してきました。

埼玉に帰省するときは好物の草加せんべいを買いためて自分で食べたり、職場に

持って行きます。一人暮らしは初めてでしたので、料理や洗濯など不慣れなことも

ありましたが、毎日楽しく過ごしております。

最近では運動不足解消のため、小田原城の周りを散歩してます。元々出不精であり、

新型コロナウイルスの影響もあり、家から出る機会が減っていたため、気分転換に

ちょうど良いです。現在、小田原城の天守閣などの各施設には入れませんが、城址

公園には入れるため、常磐木橋の下にある花やお猿たちの様子を見て回ってます。

まだ菖蒲やあじさいの開花時期より早いため、ほんの少ししか咲いてないですが、

六月から七月にかけて菖蒲やあじさいが咲き始めるため、非常に楽しみです。

今年の小田原城あじさい花菖蒲まつりも楽しみでしたが、中止になったのは残念です。

これからも新型コロナウイルスの対策のため、外出は控えなければなりませんが、

いつかまた安全に小田原城を探索できる機会が来ることを祈っております。

会員紹介② 
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名前：阿部　誉史

所属：神奈川県立足柄上病院

今年の4月から神奈川県立足柄上病院に入職した阿部誉史と申します。
診療放射線技師となり2ヶ月が経ち、新しい環境に慣れてきたところです。
先輩方の丁寧な指導のおかげで、患者接遇や撮影の位置決めが自分にも
少しずつできるようになっていると感じています。
これからも、先輩方から撮影技術など多くのことを吸収し、診療放射線技師として
成長していきたいです。

出身は群馬県で、現在は神奈川県で一人暮らしをしています。
趣味は天体観測です。
私は大学生の時、天文研究会というサークルに所属していました。
天文研究会では富士山や天城山に行き、星の観測をしました。
流星群など神秘的な光景をたくさん見ることができました。

他にも旅行が好きで、昨年はレンタカーで名古屋に行きました。名古屋城を見たり、
味噌かつやひつまぶしといった名古屋名物を堪能しました。郷土料理や自然に触れることが
好きなので、社会人になってもいろいろな所に旅行したいと思っています。

味噌かつ 名古屋城

以上で自己紹介とさせていただきます。
まだ社会人として未熟ですが、技師として責任を持って行動できるように頑張ります。
これから、勉強会やイベント等に参加したいと考えているので、よろしくお願い致します。

会員紹介③  
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平素よりお世話になっております。
株式会社島津製作所の大森叶子と申します。
2019年度入社の社会人二年目で、昨年から西湘地区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、病気の早期発見・早期治療に貢献するため
X線ＴＶシステム、血管撮影システム、Ｘ線撮影システム、PETシステムなどの
医用画像診断機器を主軸として多くのご施設様にご利用いただいております。
今後とも、島津メディカルの鵜原とお役に立てるように頑張りますので、何卒宜しくお願い致します。

【自己紹介】
出身は滋賀県で琵琶湖の近くで生まれ育ちました。
中学高校ではバレーボール部で、
大学ではサッカーサークルのマネージャーを
スポーツは自分がプレーすることも
観戦することも大好きです。
昨年はラグビーワールドカップの
ニュージーランド対南アフリカの
試合も観戦し大興奮でした。

平素は大変お世話になっております。
フィートコーポレーションの名切康雄と申します。
この度、西湘放射線技師会様の賛助会員として参加させていただく事となりました。
現在私は医療関連企業の外部顧問として、病院様の各部署へ顧問先の商材をご紹介させて
いただいています。　また、医療機器、理化学機器、生化学機器等の販売等も行うと同時に、
病院様やクリニック様、調剤薬局様へ開業支援のお手伝いもさせていただいております。

【自己紹介】
製薬企業に入社後、理化学/生化学機器、医療機器等の会社にて販売やマーケティングに
従事してまいりました。　
趣味は中学から音楽演奏を開始し、現在も演奏を続けています。
またそれ以外には、時間が許す限り、自転車やカメラ等を少々嗜んでいます。
どうぞ宜しくお願い致します。

賛助会員紹介 株式会社島津製作所 島津メディカルシステムズ株式会社 

賛助会員紹介  フィートコーポレーション 

回診車の新しいかたち 

MX8 Version 
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 令和2年6月18日　現在

会員数　　　　正会員　103名　（うち名誉会員　1名）　 　賛助会員　21社と1名

入会
正会員 岩本　里美　様 （県立足柄上病院） 阿部　誉史　様 （県立足柄上病院）

井手　紳介　様 （県立足柄上病院） 外山　健太　様 （小田原市立病院）

金原　海愛　様 （小田原市立病院） 野川　友汰　様 （小田原循環器病院）

小板橋　諒　様 （JCHO湯河原病院）

退会
正会員 浅田　秋男　様 （JCHO湯河原病院） 三宅　一太郎　様 （湘南こつこつクリニック）

堀　栄治　様 （県立足柄上病院） 金丸　恵之　様 （間中病院）

賛助会員 第一三共株式会社
順不同

☆ 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。

自粛生活を利用して防災クッズの見直しを行いました。今回は総務省消防庁ホームページを
参考に非常持ち出し袋や防災グッズなどを揃えたのですが、一次避難用だけで小旅行並みの
荷物量になってしまいますね（笑）。
幸いにも非常食の賞味期限が過ぎているものはありませんでしたが、数年後の更新を
忘れないよう気を付けたいと思います。
「備えあれば憂いなし」、とても良い機会となりました。  Shinta

　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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