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地区だより



西湘放射線技師会
副会長　大久保 靖史

清秋の候、皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。

日頃よりお引き立てを賜りまして、誠にありがとうございます。

今期役員活動も2年目に入りました。

昨年同様、コロナ禍に於いて、目立った活動ができないままの状況が続いておりますが、

役員間では常に連絡を取り合い、会務に支障をきたすことのないよう努めております。

そのステップアップの一つとして、学術理事を中心にWeb会議を開始してみました。

数あるWeb会議ツールの中でGoogle Meetを選択し、役員間で試用してみたところ、無料と

しては充分機能しております。使いやすく通信機能も良好です。

コロナ禍の状況改善を願いつつ、今度ともWeb会議を継続して実施してゆく考えでおります。

合わせて、さらに秋季学術大会においても活用予定で準備中です。

詳細は地区だより及びHPに掲載しますのでご覧頂けたらと存じます。

季節がら台風シーズン到来です。コロナ禍対応でご多忙のところ、さらにじゅうぶんにお気を

つけのうえ、日々の業務にあたられてください。皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。
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巻頭言



　７月　２日 組織委員会定例会議　メール開催　原田理事出席
　９月　３日 組織委員会定例会議　メール開催　原田理事出席
　９月　９日 西湘放射線技師会WEB役員会開催
　９月１０日 西湘放射線技師会役員会開催
１０月　１日 子育て支援実行委員会三役会議　大久保理事出席
１０月２１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 神奈川県技師会組織委員会　報告
随時 西湘放射線技師会ホームページ更新

今秋も学術講演会を開催する運びとなりました。ぜひとも万障お繰り合わせの上、

ご参加のほどお願いいたします。

日時　１１月１９日（金）１８：５０～２０：１０

今回の学術はGoogle Meetを使用してのWeb開催となります。事前にGoogleアカウントを

各々作成していただき以下の会議用コードを入力の上ご参加ください。

前半（１８：５０～）のコード　　wxo-ycqw-pez

後半（１９：３０～）のコード　　mbm-tksv-vzw

詳細は後日西湘放射線技師会ホームページにて掲載します。

西湘放射線技師会　学術担当　山田
連絡先　0465-47-7151（内線１７０）
連絡先期限　11/1(月)まで
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役員活動記録（2021/6/25～10/21）

令和3年西湘放射線技師会秋季学術講演会のご案内



今回の春季学術はGoogle Meetを使用したオンラインでの開催になります。
皆様には事前にGoogleアカウントの作成をお願いいたします。
また、事前にGoogle Meetのプレテストを行います。
オンライン会議、オンライン勉強会に初めて参加するので不安という方は事前の
プレテストにもご参加ください。

① Googleアカウントを作成
既にアカウントを持っている
方は５ページ②へ

・インターネットにて
「Google アカウント作成」
             　　　と検索します。

・Googleホームページにて
　右図の「アカウント作成」
　　　　　　　　　　を選択

アカウントの作成画面にて
姓、名、ユーザー名、
パスワード（確認用）を各々入力し
「次へ」を選択します。

　

Googleへようこその画面にて
必須入力項目の生年月日、性別を入力し
「次へ」を選択します。
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秋季学術 Google Meet  使用方法



プライバシーポリシーと利用規約の
画面にて規約を確認し、
「同意する」を選択します。
以上で個人のGoogleアカウントが
作成されました。

② Google Meetに参加

Googleの検索画面にいきます。
右図矢印の画面上右上の
タブを選択し、Google Meetの
アイコンを選択する。

左図矢印内にオンライン会議用の
コードを入力して会議（勉強会）
に参加します。

学術オンラインプレテストのご案内

秋季学術講演会に向けてGoogle Meetの使用方法を事前に確認していきたいと思います。
以下詳細になります。

日時　11月2日（火）20時～

コード　oea-jnjo-xdu

西湘放射線技師会　学術担当　山田
連絡先　0465-47-7151 （内線170）
連絡先期限　11/18(木)まで

5



名前：井手　紳介（いで　しんすけ）

所属：神奈川県立足柄上病院

令和2年4月より県立足柄上病院に勤務させて頂いています、井手紳介です。
診療放射線技師としては30年以上働いていますが、足柄上病院ではまだ2年目の新人です。
この病院に勤務する前は、がんセンターとこども医療センターで働いていました。
私自身の技師人生は8割以上が放射線治療に従事し、がんセンター・こども医療センター
放射線医学総合研究所（重粒子線）、群馬大学（重粒子線）等で治療を経験してきました。
50代半ばで初めて一般病院の検査部門に勤務し毎日が新鮮な気持ちで仕事をしています。

仕事以外では、外でいろいろと動き回ることが好きで週末はランニングにバイクツーリング
家庭菜園で休日を過ごしています。
また小田原で”曽我の梅”に出会い、ここ数年は梅干し作りにもはまっています。
現在はコロナ化の状況で様々な仲間と集まることができず、ストレスがたまっていますが
後少しの辛抱と考え状況が改善した時には、また昔のようにみんなで外出し美味しいものを
食べに行きたいと考えています。

湘南マラソン完走しました
目標のサブ3.5まであと少し

伊勢志摩バイクツーリング
1日400Km走りました。

曽我の梅：毎年娘と2人で頑張っています。

今後も西湘技師会に貢献できるように、足柄上病院放射線技師も協力していきますので
よろしくお願いいたします。
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会員紹介①



名前：大西　里奈（おおにし　りな）

所属：小澤病院

　2019年10月より小澤病院でお世話になっております。
以前は検診クリニックで勤務しており、もっと色々な経験を積みたいと思い転職いたしました。
多くのモダリティを勉強させていただき臨床に触れることができ面白いです！
好きなモダリティはMRIでBPAS、SWI、手のT1強調の画像が好みです。
経験を積んで先輩方のようなかっこいい放射線技師になりたいです。よろしくお願いします。

趣味は姪っ子と遊ぶことやライブ、ゲーム、お菓子作りです。ですが、このご時世なので中々
実家へ帰れなかったり好きなバンドが来日できません…。早く落ち着いてくれると嬉しいです。
お出掛けができないのでもっぱらゲームをしています。ゲームをしなければ出会わなかった
であろう仲間と協力して楽しく遊んでいます♪いい人ばかりで人見知りが多少改善されました(笑)
そしてなぜかゲームから転じてデータ管理のためスプレッドシートに詳しくなり、仕事でも役に
立っています。

↑以前作ったガトーショコラです
簡単で冬に食べるのが最高です

島根県出雲大社の近く稲佐の浜にある弁天島
↓小さな島に鳥居があり、海もきれいで素敵な場所でした

↑
フィンランドのサンタクロース村での写真です
極夜のある地域で一日中日が昇らずとても
寒かったですが自然に癒されました
魚料理が美味しかったです
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会員紹介②



名前：金原　海愛（かねはら　みのり）

所属：小田原市立病院

昨年4月から小田原市立病院で勤務しております金原海愛と申します。
私は生まれも育ちも伊勢原市で自然の多い場所で過ごしてきました。
小田原市には観光や中学時代は陸上部に所属していたので大会の際に
訪れたことがあります。地元と似た豊かな自然と小田原の落ち着いた
雰囲気のあるこの地で働くことができとても嬉しく思います。

放射線技師として働いてから２年目になりますが、知識不足や技術的な部分で悩まされ
ながらも先輩方の指導のもと１つ１つ出来ることが増えやりがいを感じています。

趣味は音楽鑑賞で主にKPOPが好きです。最初は東方神起というアイドルにはまり、そこ
から様々なグループを推していきましたが、今はDreamcatcherとBlock.Bというグループ
が好きです。感染症が流行る前はイベントやLIVEによく行き、ファンの方と一緒に盛り
上がったり感想を聞きあったりしました。またファンの方と遊びに行くこともあり、
KPOPファンになってから人脈が広がり恵まれているなと感じます。
また韓国料理も好きで聖地である新大久保にはよく食べに行っていました。
韓国料理の中でもチキンやタッカルビが好きで、カンホドンチキンというお店は注文を
受けてから揚げていて量も程よく個人的に味も好きでオススメなので、機会があれば
ぜひ行ってみてください。

以上で自己紹介とさせていただきます。まだまだ未熟者ですが早く一人前の放射線技師になれる
ように努力してまいります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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会員紹介③



今年新たに賛助会員に加入させて頂きました、日信電子サービス株式会社の清水憲一と申します。
またこの度はご紹介の場を頂き、誠にありがとうございます。
簡単ではございますが、弊社日信電子サービス株式会社と自身の紹介をさせていただきます。
弊社は交通管制システム、鉄道システム、駐車場システムなどの社会インフラを支えるメンテ
ナンス会社として50年ほど前に発足し、その後画像診断装置や血液浄化装置などのメンテナン
ス請負を通じて微力ながら医療分野へお手伝いをしております。
近年では医療・介護の分野でより活動の場を広げたいとの願いから、画像診断装置、PACS、
介護ロボット、感染症対策製品等の販売を行っております。
首都圏での営業活動の起点として、西湘放射線技師会の皆様とは末永いお付き合いを賜りたいと
願っております。ご不便を感じていらっしゃること、お困りごとなど何なりとお声をおかけくだ
さい。どうぞよろしくお願い致します。

【自己紹介】
東京都立川市生まれ、現在橋本付近に住居を構えています。
嫁、子供（一男一女）、犬　の家族構成です。
最近の休日は料理をすることが多いです。基本は自分が食べたいものを
作りますが、家族に食べてもらい”美味しい”の一言を貰えることを
とても期待しています。
職種が異なりますが、前職で以前西湘地域を担当させていただいており
ました。思い入れのある地域で再び仕事をすることができとても嬉しく
思います。コロナ禍で直接お会いさせて頂く事を控えさせていただく
場面が多かったのですが徐々にご挨拶に伺いますのでよろしくお願い
致します。

平素よりお世話になっております。
株式会社フィリップス・ジャパンの久保尚人と申します。
今年度より神奈川県に異動となり営業としてエリア担当させて頂くこととなりました。
この度はこのようなご挨拶の機会を頂き、心より感謝申し上げます。
弊社では健康な生活、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
（Health Continuum）」を通じて、世界中で培った技術や知見を活かし、人々の生活を健康で
豊かにしていくため革新的なソリューションを創出し続けることを目標としております。
そして弊社が創出するソリューションが先生方の一助となれますよう職責を果たして参りたい
と考えております。今後ともご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

【自己紹介】
生まれも育ちも神奈川県逗子市で、現在は横浜市民です。
新卒でフィリップスに入社後、静岡県、長野県、東京都で営業担当を
させて頂きながら各地のラーメン屋巡りなどで入社当時から20㎏近く
体重を増やして参りました。食べ歩き/呑み歩きが大好きですが、
昨年からの自粛続きで少しは痩せるかと思いきや、そこは年の功で
代謝も悪くなり少しの運動では全く効果無し。スポーツも大好きで
すが、前述の経緯もあり専ら観戦専門となってしまいました。
主にベイスターズ/フロンターレを子供と一緒に応援しておりますが、
こちらも昨年からの横浜/等々力スタジアムでの観戦自粛が続きモヤ
モヤした日々を過ごしております。
以上簡単ではございますが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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賛助会員紹介 日信電子サービス株式会社

賛助会員紹介 株式会社フィリップス・ジャパン



令和3年10月21日　現在

会員数　　　　正会員　100名　（うち名誉会員　1名）　 　賛助会員　24社と1名

☆ 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。

外出自粛ムードが続く中、日々の『おうち時間』をいかがお過ごしでしょうか。
読書の秋という事で、私は小田原市の図書館・図書施設を利用して本を読んでいます。
当該施設は市内に複数箇所あり、インターネットでの予約＆取り寄せが可能です。
自宅に居ながらにして、膨大な資料から検索が出来るのはとても便利でお勧めします。
私は幸いにも自宅が施設に近いため、『取り寄せ完了の連絡が来た際には、すぐに
取りに行き、借りていた本を返す。』を度々しています。
まだご利用の経験がない方は、この機会に是非ご登録をしてみてはいかがでしょうか。
この様な状況だからこそ、時間を有効活用して充実した期間にしたいものですね。

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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掲示板

お知らせ

編集後記


