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委任状の提出について（お願い）

　来る５月23日の総会は、本来会員自らが出席することが基本となっておりますが、公私急用により出席不可
能な場合、会員の権利及び義務の履行として、必ず委任状に署名捺印のうえ、郵送もしくは総会出席者に依頼
されますようお願いいたします。
　複数会員の施設は連名用委任状用紙に記載の上、在中の封筒にてご投函ください。
尚、連名用委任状用紙不足の際は、コピーにてご使用ください。
（なお、総会当日は軽食を準備しております）

平成24年度　定期総会
日時：平成25年５月23日（木曜日）午後６時 30 分

場所：北海道放射線技師会研修センター　３Ｆ研修室
　　　　　札幌市中央区北３条西29丁目３番２号

※　この会告にて定款第４章第12条による定期総会のご案内とします。
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（一社）北海道放射線技師会研修センター付近略図
　　　　　　研修センターに駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。

住所　中央区北３条西29丁目３番２号　　電話（011）643－2713　FAX（011）643－2734

会　告
一般社団法人　札幌放射線技師会会長　松村俊也
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　若葉の候を迎え、皆様ますますご清栄のこととお喜

び申し上げます。

　さて、昨年４月26日の臨時総会において新法人、一

般社団法人札幌放射線技師会が発足しました。

　あれから早１年が経過しましたが、当会の監事、理

事の皆様に支えられ事業を推進することができました。

また、会員の皆様には日頃より当会の事業に対し、絶

大なるご協力を戴き厚くお礼申し上げます。

　昨年の暮れは衆院解散、総選挙があり、民主党から

再び自由民主党に政権が交代しました。安倍政権が掲

げる経済対策「アベノミクス」により円安・株高の進

展で、引き続き企業や個人の景況感が改善しているよ

うですが、それが医療業界にまで波及してくるのはい

つ頃でしょうか？

　また、日本医師会が反対しているTPPについて、政

府は参加の意向を示しましたが、今後の展開はどうな

るのでしょうか？　市場原理が日本の医療に導入され、

混合診療が解禁されれば、米国の株式会社化された病

院経営論が日本の医療に参入してくることになります。

行く末は、収益性の高い病院だけが勝ち残り、日本が

世界に誇る医療制度、「国民皆保険制度」は崩壊してし

まうのでは？・・・と、懸念されております。医師会

と共に我々も「国民の健康を守る」立場から関心を持

ってこのTPP問題を注視していかなくてはならないと

思っております。

　次年度の当会の事業としては、第一に札幌市内にあ

る一医療団体として札幌市民のために、そして地域に

貢献できる団体として事業を展開していきたいと考え

ております。特に札幌市医師会夜間急病センターへの

技術協力は会としましても引き続きこの協力体制をよ

り強化して万全を期していきたいと考えております。

　平成23年３月11日の東日本大震災による津波の被害

を受けた福島原子力発電所の事故で、国民が放射線被

ばくに悩まされ、従来に増して医療被ばくに対して敏

感になり、病院でのＸ線撮影やＸ線ＣＴ検査などに関

する被ばくについて相談される機会が一層増えました。

　そこで当会は、技術協力を行っております札幌市医

師会夜間急病センターにおける放射線検査の被ばく線

量の測定を行い、患者様が安心して検査を受けること

ができるように、また被ばくに関する質問に対する回

答の基礎データも兼ねて、本年度はＸ線撮影について

測定を行いました。来年度はＸ線ＣＴ検査について測

定を行う予定でおります。

　平成22年に発令された厚生労働省医政局長通知に診

療放射線技師の業務拡大などが盛り込まれました。診

療放射線技師の専門性を生かす観点から画像診断にお

ける読影の補助や検査の説明・相談などに活用を促す

べきであるとしています。当会でも読影の補助を意識

した取り組みとして、本年度に引き続き次年度も読影

講座を中心としたイブニングレクチャや学術研修会を

開催していきたいと考えております。

　新法人発足から２年目に向けては、板東北海道放射

線技師会会長がスローガンとして掲げております「活

気ある放射線技師会」の実現のため、会員の結束を図

りながら地域に根ざした活動を展開していくとともに、

地域から信頼される職能団体として活動していきたい

と考えております。会員皆様には引き続き札幌放射線

技師会の事業にご理解とご協力を賜りますよう、そし

て事業への積極的な参加をお願い致します。

新法人２年目に向けて
副　会　長　　　関 戸 雄 一

野球好き集まれ！！
現在、野球同好会では選手の高齢化が進んでいます。
２年後、帯広にて開催される全道大会優勝を目指して
新戦力の募集を致します。
野球好きで楽しく野球をしたい方は下記まで連絡してください。

野球同好会　監督　武田　弘
北腎会　脳神経・放射線科クリニック　TEL ７０９－１７１７

急募

平成25年度　札幌放射線技師会勉強会

イブニングレクチャーのお知らせ
　前回の整形領域における基礎からの画像診断では、多数の会員の参加ありがとうございました。

実際、一般撮影は、我々の業務においては、最初に行う検査であり、特に整形領域の画像診断にお

いては、患者様の多くの情報を得ることが可能です。

　そこで個々の知識の再確認ということで前回同様、一般撮影の撮影法や画像読影をテーマに企画

しました。ぜひ多数の会員の参加をお待ちしております。

【整形外科】　整形外科領域の基礎（仮題）

【講師】　整形外科北新病院　岩 崎 英 樹 先生

【日時】　平成25年６月27日（木）19：00 〜

【場所】　富士フィルム札幌ビル　３F 会議室
　　　　　　　　　札幌市中央区大通西６丁目１番地
　　　　　　　　　（地下鉄大通駅１番出口すぐ）

参加費無料



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2013.5.1   No.50

（	4	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2013.5.1   No.50

（	5	）

平成25年度　普通救命講習会

呼びかけ反応が無ければ

１１９番してから救急車が到着するまでの平均時間は約６分
（札幌市消防局）。その間に、あなたにしかできないことがあり
ます。

　札幌放射線技師会では、効果的な心肺蘇生を目指して胸骨圧迫、人工呼吸法、AEDに関す

る知識や方法を取得するため、今年度も普通救命講習会を企画いたしました。

１回目　　平成25年 ６ 月19日（水）　PM６：30 ～ PM９：30

２回目　　平成25年 ８ 月28日（水）　PM６：30 ～ PM９：30

３回目　　平成25年11月27日（水）　PM６：30 ～ PM９：30

４回目　　平成26年 ２ 月26日（水）　PM６：30 ～ PM９：30

詳細は、会報同封のポスターをご覧ください。

ガイドラインが変更となっています。以前受けられた方も受講ください。

ご存知
ですか？

それが　CPR（心肺蘇生）

・入会申込書（様式１）

・退会届（様式２）

・会費免除申請（様式３）

・結婚祝金申請（様式４）

・傷病見舞金申請（様式５）

・弔慰金申請（様式６）

・業務契約書（技術支援関連書類）

・技術支援会員 施設登録用紙（技術支援関連書類）

・労働条件通知書（技術支援関連書類）

お知らせ
一般社団法人 札幌放射線技師会 各種申請書一覧

    下記の用紙（PDF ファイル ) を当会ホームページよりダウンロード・印刷し、郵送してください。

. .

. .

.

1.

NO.
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き り と り 線

１．はじめに
　一般的に肺水腫は臨床所見と胸部写真に基づき診断
される。しかし、背景疾患で肺水腫の臨床症状がマス
キングされたまま偶然CT検査が行われることもあり、
また、肺水腫の診断後に合併疾患の除外目的でCT検
査が施行されることも多い。こうした背景から日常診
療でしばしば経験する肺水腫のCT所見の理解も重要
と思われる。治療で速やかに改善しうる静水圧性肺水
腫と重篤な転機を辿る可能性のある透過性肺水腫につ
いて、それらの要因と診断に役立つ画像所見の成り立
ちについて、肺の局所解剖と水の流れからの説明を試
みる。

２．肺水腫の成因
　肺水腫とは肺実質に血管外水分が増加した状態で、
急性呼吸不全の原因になる。胸部写真や胸部CTでは
両肺のび漫性の非区域性濃度上昇を示すことが多いが、
肺野陰影が軽度の場合もある。静水圧性、透過性、混
合性の肺水腫に分類されるが、肺毛細血管を中心に考
えると理解し易い（図１）。

▲図１

　静水圧性肺水腫では、左心不全による静水圧の上昇
や、腎不全や尿毒症あるいは輸液過剰による循環血漿
量が増加や、低アルブミン血症による浸透圧の低下が
原因で、肺毛細血管から間質への水分の移行が増加す
る（漏出）。急性発症が多いが適確な原因治療で速やか
に改善し得る。間質性陰影から肺胞性陰影まで様々な

陰影を示し、肺血管陰影増強や心拡大を伴うことが多
い。
　透過性肺水腫では、肺毛細血管内皮細胞の障害で血
管透過性が亢進して水分と蛋白質が間質に浸出する。
び慢性肺胞障害（diffuse	alveolar	damage：DAD）を
伴う場合はARDSを生じてしばしば重篤な転帰を辿る。
ARDSは外傷や感染やショックなどの基礎疾患を背景
にした肺障害後に急性進行性の呼吸困難を発症したも
ので、急性浸出期では間質影を主体に様々な程度の肺
胞性陰影も加わる。進行すると網状影牽引性気管支拡
張などの線維化と肺構造の歪みを生じて、亜急性増殖
期から慢性線維化期へと移行する。なお、DADを伴
わない透過性肺水腫（薬剤反応や輸血反応など）は軽
快し易いとされる。

３．肺の生理的な水分の流れと肺水腫（図 2）
　肺の生理的な水分の流れでは、肺毛細血管の静水圧
と膠質浸透圧と組織圧に基づき、肺毛細血管と肺間質
の間で水分が相互に移行する。肺間質の水分は肺胞か
らの蒸発と気管支血管束や小葉間隔壁のリンパ管への
吸収、胸腔への排出といったドレナージでバランスさ
れる。肺水腫が軽度の場合は肺間質の水分増加にとど
まるが、ドレナージの許容量を越えた水分増加（高度
の静水圧性肺水腫）や肺胞障害を伴う場合（DADを伴
う透過性肺水腫：ARDS）では、肺胞内に水分が移行
して肺胞性肺水腫を示す。

▲図２

2012年10月18日　第２回イブニングレクチャー

「－読影講座－ 基礎からの画像診断 呼吸器領域」

肺水腫の要因と診断に役立つ画像所見の成り立ち
KKR 札幌医療センター 放射線診断部　　秋 葉 英 成



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2013.5.1   No.50

（	8	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2013.5.1   No.50

（	9	）

４．間質性陰影の成り立ち
　肺間質は肺胞隔壁、末梢肺間質である小葉間隔壁や
臓側胸膜、中心肺間質である気管支血管束からなる。
肺水腫で肺毛細血管から肺胞隔壁の間質に水分が漏出
また浸出して、胸部写真やCTですりガラス影を示す。
末梢肺間質にドレナージされた水分は胸部写真でKerley	
Ａ線やＢ線として現れ、CTでは小葉間隔壁肥厚として
描出され（図３：矢印）、臓側胸膜から胸水に移行する。
中心性肺間質にドレナージされた水分は胸部写真では
peribronchial	cuffing、CTでは気管支血管束肥厚とし
て描出される（図３：円内）。
　二次小葉はCTで区別可能な 1-2.5㎝の細小単位であ
り、内部に細気管支と伴行する細動脈を含み、小葉間
隔壁には隣接小葉からのドレナージを担う細静脈とリ
ンパ管が存在する。
　すりガラス影は気管支透亮を示さないことと肺血管
影が透見できることで、肺胞性陰影と区別される（図
４）。

５．肺胞性陰影の成り立ち
　静水圧性肺水腫が末梢肺間質や中心肺間質のドレナ
ージの許容量を越えて高度であると、肺胞内に蒸発量
を越えた水分が移行し、間質性陰影に肺胞性陰影がオ
ーバーラップする。また、DADを伴う透過性肺水腫
（ARDS）では、透過性亢進による間質性陰影に加え
て肺胞障害に伴う肺胞性陰影がみられる。
　浸潤影は気管支透亮と肺血管影が非透見であること
で、間質性陰影と区別される（図５）。

▲図５

６．肺水腫の CT と鑑別
　静水圧性肺水腫では、すりガラス影や小葉間隔壁肥
厚や気管支血管束肥厚といった間質性陰影を生じ、高
度であれば浸潤影も示す（図６）。また、心拡大や肺血
管陰影増強をみることが多く、透過性肺水腫との鑑別
点のひとつである。肺門側優位の病変分布を示し、重
力荷重部に分布する傾向がある。また、両側胸水をみ
とめることが多い。
　DADを伴う透過性肺水腫であるARDSの浸出期では、
間質性陰影としてすりガラス影をみとめるが、小葉間
隔壁肥厚や気管支血管束肥厚の頻度は静水圧性肺水腫
に比して少ないとされる。肺胞障害のため浸潤影を
みとめることが多く、また、crazy-paving	pattern（メ
ロンの皮状パターン）もしばしば観察される（図７）。
これはすりガラス影と網状影の合わさった所見であり、
肺胞隔壁肥厚によるすりガラス影と、小葉間隔壁や小
葉内間質の肥厚、あるいは細葉の末梢で気腔を満たす
作用が勝る場合の網状影と考えられる。また、肺野病
変分布はDADの二次小葉単位の障害を反映してモザ
イクパターンが観察され、しばしば胸膜下末梢肺野ま
で分布し、重力荷重部の領域に多くみられる特徴があ
る。胸水は静水圧性肺水腫に比して少ないとされる。
　なお、DADを伴わない透過性肺水腫は静水圧性肺
水腫の所見に類似するとされる。

▼図４
▲図３

７．肺水腫の胸部写真
　EN	Milneらは肺水腫の立位または座位の胸部写真の
所見について統計的に分析し、肺浮腫分布、肺血流分
布、Vascular	pedicle	width（VPW）の所見が鑑別診断
に有用であることを見出した。肺浮腫の肺門部と両肺
下葉末梢までの均一分布はうっ血性心不全の90%で観
察され、肺浮腫の肺門側分布は循環血漿量増加の70%

でみとめられた（図８）。肺浮腫の末梢分布は透過性亢
進の45%でみとめられたが、うっ血性心不全や循環血
漿量増加の例はなかった。肺血流分布では、上肺血流
増加はうっ血性心不全の50%でみられ（図９）、循環血
漿量増加の例はなかった。全肺血流増加はうっ血性心
不全の40%、循環血漿量増加の80%でみられた。VPW
は弓部大動脈陰影上方の左鎖骨下動脈起始部左縁と上

▲ 図６

▲ 図７
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大静脈右縁との幅を示し、その拡大（53㎜以上）は
うっ血性心不全の 60%、循環血漿量増加の 85%で観
察された。VPWの狭小（43㎜以下）は透過性亢進の
35%でみられたが、うっ血性心不全や循環血漿量増加
の例はなかった。

８．あとがき
　肺は全血液のフィルターであるので、胸部写真や胸
部CTでは、肺野所見ばかりでなく肺血管所見にも着
目することで循環動態に関する有用な情報が得られ、
肺水腫の診断に役立つ。

９．参考文献
１）Milne	EN、	et	al.	The	radiologic	distinction	of	car
-diogenic	and	noncardiogenic	edema。	AJR	Am	J	
Roentgenol	1985;144:879-94.

▲ 図８（腎不全）

▲ 図 9（うっ血性心不全）

２）Aberle	DR、	et	al.	Hydrostatic	versus	 increased	
permeability	pulmonary	edema:	diagnosis	based	
on	 radiographic	 criteria	 in	 critically	 ill	 patients.	
Radiology	1988;168:73-9.
３）Matsuyama	S、	et	al.	Radiographic	diagnosis	of
cardiogenic	pulmonary	edema.	Nihon	Igaku	Hoshas
-en	Gakkai	Zasshi	1999;59:223-30.
４）Webb	WRら著、蝶名林直彦監修	第14章び漫性肺
出血、肺水腫、急性呼吸窮迫症候群、肺HRCT原著
４版、p.505-520、2010.
５）Storto	ML、	et	al.	Hydrostatic	pulmonary	edema:	
high-resolution	CT	findings.	AJR	Am	J	Roentgenol	
1995;165:817-20.
６）Gluecker	T、	et	al.	Clinical	and	radiologic	features	
of	pulmonary	edema.
　　Radiographics	1999;19:1507-31.

はじめに
　多目的透視撮影システム SONIALVISION	safire17
（図１）は 17インチ直接変換型FPDを搭載し、大視野
かつ平面性の良い高精細な透視・撮影画像を得ること
ができる。各種の透視撮影、造影検査、内視鏡検査、
治療など多用途での運用に加えて、スロットラジオグ
ラフィ、トモシンセシスなど FPDの特性を活かした
新しい臨床アプリケーションが可能である。

　本稿では、スロットラジオグラフィおよびトモシン
セシスの原理・臨床例を紹介する。トモシンセシスで
は整形領域、特に人工関節置換時など金属製インプラ
ント近傍での骨性状の視認性向上を目的とした最新の
トモシンセシス再構成法T-smart も紹介する。

スロットラジオグラフィ（SLOT Radiography）
　スロットラジオグラフィは、スリット状に撮影した
画像から全脊椎・全下肢などの長尺画像を得るアプリ
ケーションである（図２）。撮影範囲の両端（上下端）
を設定した後、数秒間の撮影から20秒程度で長尺画像
が確認できる高いスループットを有しており、再構成
画像上で距離計測、角度測定（Cobb角など）も再構成

ワークステーション上で容易に行える。
　映像系（Ｘ線管とFPD）を移動しながらスリット状
に連続撮影した画像をつなぎ合わせることで、全体を
ほぼ正面から撮影した長尺画像が得られる。コリメー
タを６㎝幅に絞り、映像系を秒間15㎝で連続的に移動
させながら４㎝移動毎にパルス撮影を行う（図３）。映
像系移動による画像のぼけを抑えるため各画像の撮影
時間は数ms程度に抑えている。画像の接続処理に際
しては、脊椎など対象物の高さ（天板面からの距離）
に合わせて拡大率補正を行い計測精度を向上している。
　スロットラジオグラフィでは、接続処理のための重
なり部分を考慮しても、従来の長尺撮影に比べて 1/2

「SONIALVISION safire システムのアプリケーション」紹介
～スロットラジオグラフィとトモシンセシス の 原理と有用性～

株式会社島津製作所　医用グローバルマーケティング部　　塩 見  剛

最新情報 Pickup  Lecture

図１ SONIALVISION safire17 システム 図２ スロットラジオグラフィの撮影原理と再構成画像例
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程度の低被ばくで撮影可能である。スロットラジオグ
ラフィの撮影可能長は最大 140㎝あり、全脊椎・全下
肢の撮影にも対応できる（図４）。
　スロットラジオグラフィでは、従来の長尺撮影に比
べて画像長手方向（特に画像の上・下端）のＸ線斜入
による歪みが低減する。スロットラジオグラフィと従
来の長尺撮影法の歪みの比較例として、80㎝長のパン
チングメタル２枚の間に厚さ５㎝の吸収素材を配置し、
それぞれの手法でによる撮影画像を示す（図５）。スロ
ットラジオグラフィは SID	1.5m で 21回のスリット撮
影、長尺撮影は SID	2.5m で大角 IP ３枚を使用して撮
影している。スロットラジオグラフィでは画像上下方
向での穴位置ずれはほとんど見られないが、長尺撮影
では画像中央部での穴位置は一致しているものの、上
下端では顕著な歪みが生じている。
　脚長計測では、スロットラジオグラフィと従来の長
尺撮影で約30㎜の差があったとの報告もある。

トモシンセシス（Tomosynthesis）
　トモシンセシス（Tomosynthesis）はＸ線断層撮影
とCTの画像再構成技術（FBP法）を融合させた新し
い画像アプリケーションである（図６）。一回の断層撮
影動作中にパルス状Ｘ線照射で得た一連（撮影角度の
異なる74枚）の投影画像から任意高さの複数枚の断層
画像を得る手法で、フィルタ処理（図７）によりＸ線
断層撮影特有の流れ像を除去した鮮鋭度の高い画像が
得られる。撮影済みの元画像（投影画像）から繰り返
し再構成が可能であり、再構成パラメータやフィルタ
処理の変更により断層厚さ・断層面高さの変更も可能

図３　スロットラジオグラフィの画像つなぎ合わせ原理

図４ スロットラジオグラフィの臨床画像例

厚さ５㎝の低吸収材をパンチングメタル２枚でサンド

スロット画像 CR 長尺撮影画像

図５ スロット画像と長尺撮影画像による画像歪み比較

図６ トモシンセシスの原理と撮影・画像再構成の流れ
断層動作で多方向から撮影した元画像（投影画像）より
任意高さの断層画像が得られる。

である。フィルタ処理の低周波成分オフセットを調節
することで金属アーチファクト低減、または画像コン
トラストの強調にも対応している。
　トモシンセシスは、①CTに比べて金属アーチファ
クトの影響が低減できる、②高精細な断層画像が得ら
れる、③患者さんの体位・ポジショニングの自由度が
大きい、④加重骨の立位断層画像が容易に得られる、
⑤CTに比べ撮影被ばくが低減できる、などの特徴を
有している。
　単純Ｘ線撮影では各部位の重なりにより観察が困難
であった微小骨折が、トモシンセシスにより容易に観
察できたとの報告もある（図８）。
　整形領域以外では、胆管・胆嚢領域で胆石除去後の
残存有無の確認、胸部トモシンセシスで気管支の走行
が観察しやすいとの評価などがある。トモシンセシス
の応用範囲の更なる広がりが期待できる。

いてトモシンセシス画像の空間分解能の高さ
が有用との報告があり、加えて金属アーチフ
ァクトが低減できることから、特に人工関節
置換術関連での画像診断への応用が注目され
ている。
　TKA（人工膝関節形成術）、THA（人工股関
節形成術）など金属インプラントを使用する
治療では、術後の経過観察においてルーズニ
ング有無、固着状態の確認などのため、特に
金属辺縁部の些細な描出が重要であり、金属
アーチファクトの更なる低減と高い空間分解
能の両立が求められる。

　島津製作所では、逐次近似法（IR）と金属抽出手法を
組み合わせた新しいトモシンセシス画像再構成法（T-smart）
を開発し、金属の影響をさらに低減し、金属辺縁部
および骨梁等の描出能向上を可能とした（図９）。⒞
T-smart 画像では、⒜通常 FBP 法による空間分解能
の高さと、⒝金属対応 FBP 法による金属アーチファ
クト低減効果が両立できている。
　逐次近似法は、作成した断層画像と投影画像を比較
しながら逐次その誤差を修正して、正確な断層画像を
作成する技術である（図 10）。この計算過程で金属に
よる影響度を判断し、影響を低減する処理を行うこと
で金属によるアーチファクトを減らすことが可能とな

図７ トモシンセシス（FBP法）のフィルタ関数のイメージ図
⒜　帯域制限を強くした場合：障害陰影を低減できる
⒝　帯域制限を弱くした場合：断層厚を薄くできる

⒜ ⒝

図８ トモシンセシスの画像例（日本鋼管病院様ご提供）
⒜　肘関節部骨折　伸展・屈曲の体位変換が容易
⒝　膝関節（脛骨）の高原骨折を明瞭に描出

図９　トモシンセシスの再構成比較
（苑田会人工関節センター様ご提供）

⒜　通常のFBP法、⒝　金属対応フィルタによるFBP法、
⒞　新再構成手法（T-smart）

⒜ ⒝ ⒞

図 10　逐次近似影による画像再構成の原理

T-smart（Tomosynthesis – shimadzu 
 metal artifact reduction technology）
　整形領域での仮骨形成状態や骨梁の観察・診断にお



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2013.5.1   No.50

（	14	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2013.5.1   No.50

（	15	）

る（図 11）。T-smart では、さらに独自の手法として、
金属部とそれ以外の部分を分離して個別に逐次近似法
で再構成したのちに加算することで、大幅な金属アー
チファクト低減を図っている（図 12）。
　T-smart の臨床例を示す。図13のセメントレス人工
股関節置換の例では、インプラント周辺の骨梁構造が
明確に描出されており、大腿骨ステムのポーラス面へ
の骨固着状態（bone	 ingrowth）とポーラス面以外の
部位への bone	ongrowth も確認できるとの評価を得
ている。図 14 の人工膝関節置換（TKA）では、単純
Ｘ線画像では観察が困難な金属プレート固定スクリュ
ーとの重なり部分が、T-smart 画像では金属アーチフ
ァクトが少なく、断層厚も薄くなっていることで、骨
折部分の骨癒合評価や金属と接する骨の形態的な情報
が観察し易くなったとの評価を得ている。

図 11　金属アーチファクト低減の原理

図 12　金属分離方式による画像再構成の原理

図13　人工股関節でのトモシンセシス（T-smart）画像例
⒜　単純Ｘ線画像と⒝トモシンセシス（T-smart）画像の比較

（金沢大学病院様ご提供）

⒜ ⒝

図14　人工膝関節でのトモシンセシス（T-smart）画像例
⒜　単純Ｘ線画像と⒝トモシンセシス（T-smart）画像の比較

（苑田会人工関節センター様ご提供）

⒜ ⒝

まとめ
　FPD搭載システムの新しいアプリケーションとし
て、スロットラジオグラフィとトモシンセシスおよび
新しい再構成手法T-smart を紹介した。
　トモシンセシスは新しい画像診断技術として注目さ
れており、リウマチ診断、骨粗鬆症診断などへの応用
性も期待されている。また、Ｘ線画像情報の定量化の
可能性についての期待も大きい。
　医療分野の方々からのご指導をいただきながら、シ
ステムの更なる改善・新技術の開発を通して、医療に
貢献していきたい。

【はじめに】
　Ｘ線撮影の分野において当社は、昭和56年に世界に
先駆け富士フイルムコンピューテッドラジオグラフィ
（FCR）を発売し、平成25年にはFCR発売30周年を迎
えた。この30年で医療用画像のデジタル化を実現する
ことで、画像診断の効率化と医療の質の向上に大きく
貢献してきた。近年、フラットパネルディテクタ（FPD）
の普及が進み、可搬用途のカセッテ型	FPD	が各社よ
り発売され	FPD	の普及が加速している。我々は、独
自の高画質化技術	ISS方式を採用したカセッテ型FPD
「CALNEO	C」を平成22年より上市している。今回、
自動X線検出機能「Smart	Switch®」搭載により、さ
まざまなX線発生装置との組み合わせが可能な、モ
バイル型システム「FUJIFILM	DR	CALNEO	flex」
を開発したので紹介する。

【特徴】
１．自動 X 線検出機能搭載による完全ワイヤレス化
　カセッテFPDに「Smart	Switch®（自動Ｘ線検出機
能）」を搭載し、さまざまな移動型Ｘ線装置との組み
合わせで、FPDによるＸ線撮影を可能とした。また、
「CALNEO	flex」システムはすべて無線通信の「完

全ワイヤレス化」を実現し、ケーブルの取り回しが
ない使いやすさを実現した。さらに、物理衝撃によ
る誤検出を防ぐためのフィルタリング機能も搭載し、
安心して運用が可能です。

２．コンパクト化
　コンパクトかつワイヤレス設計を実現したため、
場所を選ばず自由なレイアウトで、さまざまな撮影
に対応可能である。また、カセッテ FPDは、従来
の移動型X線装置のカセッテボックスに収まるサ
イズを実現し、複数の撮影が必要なときでも、大量
のカセッテを持ち運ぶことなく 1枚で撮影が可能で
ある。カセッテFPDは CALNEO	C	1417	Wireless
の他に、大型のCALNEO	C	1717	Wireless、高画質
タイプのCALNEO	C	1417	Wireless	SQ、CALNEO	
C	1717	Wireless	SQ、CALNEO	C	mini	Wireless	
SQ との組み合わせも可能とした。	

	

自動Ｘ線検出機能搭載　モバイル型カセッテ FPD システム

「CALNEO flex」の紹介
富士フイルムメディカル株式会社　MS 部　　石 井 伸 英

最新情報 Pickup  Lecture
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３．高速表示
　撮影からわずか約２秒でプレビュー画像が表示さ
れるため、カセッテ FPDを取り出すことなく、直
ちに画像の確認が出来る。

４．病院システムとの連携
　RIS や PACS と連携し、有線または無線 LAN経
由で撮影情報の送受信や画像転送が可能であり、無
線 LAN環境では、その場でデータ送受信も出来る。
一台の「CALNEO	flex」を、複数の移動型Ｘ線装置
で共有することもでき、また、カセッテFPDは他
の撮影室のシステムとの共有・バックアップも可能
とした。

５．FUJIFILM 独自の新発想「ISS 方式※ 1」FPD搭載
　従来型のFPDとは反対側のＸ線照射側に光セン
サー（TFT）を圧着した独自発想の「ISS方式」によ
る間接変換方式 FPDを塔載している。独自の新方
式によりＸ線信号の散乱・減衰を大幅に抑制でき、
少ないＸ線量でシャープな画像を実現した。

６．画像処理技術がさらに進化
　新たに開発した「Dynamic	Visualization」により、
EDR（自動濃度調整機能）処理の濃度安定性を活か
しつつ、さらなる多くの診断情報を提供する。

７．iPad ／ iPod touch による拡張運用
　制御 PCである Console	Advance は、Toughbook
と Let’snote のラインアップがあるが、それ以外に
も操作性の簡便さや収納を考慮して、iPad ／ iPod	
touch による連携を可能とした。

【まとめ】
　当社は、平成21年ISS方式の間接変換型FPD搭載し
た「CALNEO	U/MT」を発売し「高画質画像で診断
ができる」と高い評価を受け、現在、大病院や地域
中核病院を中心に導入されている。マンモでも、平成
20 年に当社独自の直接変換光スイッチング方式FPD
を搭載した「AMULET」を販売し、「マンモ診断の世
界を変える」との評価を得ている。今回 ISS 方式間接
変換 FPD技術を応用して、高画質かつハンドリング

に訴求したモバイル型カセッテFPD
システムを開発した。当社は、今後
ともニーズに対する最適システムを
医療の現場にお届けしていく。

※１：Irradiation Side Samplingの略。登録特許：特許 第3333278号 他

【問題１】　クロスワード問題

【問題２】　計算問題

〈START49号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉
【問題 1】　シチフクジン 〔正解率　96.9％〕
【問題 2】　２ 〔正解率　53.1％〕
〈クイズ全問正解者一覧〉　赤塚　吉紘　赤塚　麻衣　伊東　邦広
小牟田　学　山田　幸二　山端　　徹　山本　義行　近江　明彦
片山　智史　谷　　祐児　倉重　　勲　楠美　有夏　牧野　佑也
門前　克之　工藤　希美　土田　　修　青木 裕幸（受付番号順）

この２つの問題の解答を、当会ホームページのＳＴＡＲＴクイズ解答申込フォーム
より、会員名、会員番号、送付先郵便番号と住所、解答および当会へのご意見・
ご要望などを明記の上、送信して下さい。見事全問正解された会員の方で、ＳＴ
ＡＲＴクイズ解答フォーム受付番号が若い順より20名までの方に、もれなく札放
技オリジナル図書カードをプレゼントいたします。締切は本年５月31日㈮まで。

箱の中に 2個の白球と n個の赤玉が入っている。この箱から同
時に 2個の球を取りだしたとき白球の数をXとする。Xの期待
値が１であるとき、nの値はいくらか？

★印の文字をうまく組み合わせて、意味のある語句を作ってくだ
さい。
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■ ヨコのカギ
１ 〈東京スカイツリー〉の高さである６３４メートルは、旧国名の
○○○○国から。
４　流氷も消え短い夏を迎える北海道の○○○地方。
５　フクロウ科の鳥で頭に耳のような羽毛を持つ。
８　相手を罵って言う言葉〈○○○○○に風穴を開ける〉。
10　秋にはドングリに似た実をつけるブナ科の○○。
11　美人やイケメンばかりを求める人は○○○○？
13　花の○○中、北区には「社会保険京都病院」もある。
14　「モナリザ」も微笑むフランスの○○○○美術館。
16　日本の海底を○○○○すると天然ガスの〈メタンハイドレート〉
がたくさんあるといわれる。

18　新鮮な魚介類のネタを使った○○は和食の１つ。
19　漢字で〈烏賊〉と書く円筒状の頭足類。
20　スポーツやレクリエーションに最適○○○○○の季節。
23　東南アジアでタクシーの役割をする三輪の○○○。
24　人それぞれ○○○○は左右違います。
25　日本で韓流ブームの火付け役だった俳優は〈○○様〉。
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発　行　一般社団法人 札幌放射線技師会
　　　　　　　札幌市中央区北３条西２９丁目３番２号
　　　　　　　　　北海道放射線技師会研修センター内
　　　　　　　　　〒064-0823　　電話 011-643-2713
ホームページ ：http://www.hok-art.or.jp/sapporo
電子メール ：sapporo@hok-art.or.jp
Facebookページ ：http://www.facebook.com/hoksapporo
Twitterページ ：http://twitter.com/HokArtSapporo
 　印刷　　株式会社フロンティア企画印刷

会費納入のお願い
会　　費 ： 2,000 円 / 年
納入方法 ： 札放技会報START（議案集）差し込みの振替用紙をご利用
ください。
　　　　　担当理事 ： 伊藤 咲紀江
　　　　　（電話）011-612-0333（FAX）011-612-0459  
　　　　※ 電話でのお問い合わせは、午後からお願いします。

当会へのご意見・ご要望、本会報表紙写真のご投稿、
および放射線関連情報などのご案内（ホームページ
掲載も含む）は、編集委員会へご連絡ください。
〔連絡先・編集委員長〕  井上正住
〒060-0033  札幌市中央区北３条東１丁目  JR 札幌病院・放射線科
ＴＥＬ：011-208-7150（内線 3209）FAX：011-208-7168（放射線科直通）
札放技編集委員会専用メールアドレス：start@hok-art.or.jp
〔編集委員〕大元秀近　里谷一道　寺田克広　酒谷　隆　佐藤博樹
　　　　　  浅野英章　寺田武司　西原　徹

入会、退会、会費の減免についてのご連絡先
イ）入会希望者は入会申込書に必要事項を記入し、年会費2,000円
を添え、下記へ提出してください。なお、申込書は北海道放射
線技師会事務所（TEL 011-643-2713）へ請求して下さい。

ロ）退会、会費の免除は議案集の申請書により、事務所へ提出して
下さい。なお、詳細はお問い合わせ下さい。

結婚、入院等共済給付の連絡先
　札放技会報START（議案集）記載の施行規則第14条から19条を
ご確認の上、下記へご連絡下さい。

医療法人医仁会中村記念南病院　放射線部　井上　剛
〒005-8555　札幌市南区川沿２条２丁目３－１
TEL ０１１－５７３－８５５５（内線１８１）

編集後記
　異常気象とか観測史上最大とか聞きますが、健康維持には
植物酵素で腸内免疫力を上げるといいですよ。今年の冬は風
邪もひきませんでした。
　新体制１年目の札放技は会員の皆様に興味を持って頂ける
企画をいろいろ計画しております。総会へも来てください。
（ＨＳ）

START Quiz
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第58回
平成24年度　定期総会

議　案　集

１．日時　　平成 25 年５月 23 日（木）

　　　　　　午後６時30分

２．場所　　北海道放射線技師会 研修センター３Ｆ・研修室

　　　　　　札幌市中央区北３条西29丁目３番２号

一般社団法人　札幌放射線技師会

総　　会　　次　　第

１．開会の辞　　　　　　　　　　　　５．総会運営委員会報告
２．会長挨拶　　　　　　　　　　　　６．議事
３．来賓祝辞　　　　　　　　　　　　７．閉会の辞
４．資格審査委員会報告

議　　　　 事

第１号議案　　　議事録署名人（２名）、書記（２名）選出の件
第２号議案　　　平成24年度　事業報告
第３号議案　　　平成24年度　収支決算報告並びに監査報告
第４号議案　　　平成25年度　事業計画（案）
第５号議案　　　平成25年度　収支予算（案）
その他　　　　　要望・意見など

平成 24 年度　（一社）札幌放射線技師会役員

　　　　会　　長　　松村　俊也　　　社団法人全国社会保険協会連合会札幌社会保険総合病院
　　　　副 会 長　　大元　秀近　　　北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院
　　　　　 〃 　　　関戸　雄一　　　医療法人医仁会中村記念病院
　　　　監　　事　　内藤　智浩　　　国立大学法人北海道大学病院
　　　　　　　　　　本波　秀嗣　　　財団法人北海道労働保健管理協会
　　　　庶　　務　　西原　　徹　　　社会医療法人禎心会セントラルＣＩクリニック
　　　　　　　　　　佐藤　香織　　　北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院
　　　　　　　　　　江本　　貴　　　社団法人全国社会保険協会連合会北海道社会保険病院
　　　　　　　　　　里谷　一道　　　財団法人北海道労働保健管理協会
　　　　会　　計　　寺田　克広　　　医療法人社団アルデバラン手稲いなづみ病院
　　　　　　　　　　伊藤咲紀江　　　医療法人社団友善会琴似ファミリークリニック
　　　　福利厚生　　井上　　剛　　　医療法人医仁会中村記念病院
　　　　　　　　　　酒谷　　隆　　　医療法人朋仁会整形外科北新病院
　　　　学　　術　　佐藤　博樹　　　江別市立病院
　　　　　　　　　　黒下　裕次　　　公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院
　　　　　　　　　　山崎　理衣　　　国立大学法人北海道大学病院
　　　　　　　　　　鈴木　　隆　　　JA北海道厚生連札幌厚生病院
　　　　情宣企画　　寺田　武司　　　公益財団法人北海道対がん協会札幌がん検診センター
　　　　　　　　　　井上　正住　　　JR札幌病院
　　　　　　　　　　浅野　英章　　　KKR札幌医療センター

　  総会役員名簿

　　総会運営委員会	 委　員　　小牟田　学　（北海道労働保健管理協会）
	 委　員　　中川　栄志　（北海道対がん協会札幌がん検診センター）
	 委　員　　中山　大志　（札幌北楡病院）
　　資格審査委員会	 委　員　　田中　弘志　（KKR札幌医療センター斗南病院）
	 委　員　　池野　邦弘　（山の上病院）
	 委　員　　橋口　尚貢　（中村記念南病院）
　　選挙管理委員会	 委　員　　鎌形　政樹　（札幌医科大学附属病院）
	 委　員　　大木　久敬　（KKR札幌医療センター）
	 委　員　　木村　智茂　（札幌社会保険総合病院）
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札幌放射線技師会　平成24年度事業報告

◎第57回（社）札幌市放射線技師会定期総会

日　時：平成24年４月26日（木）　午後６時30分～
場　所：北放技研修センター
出　席：486名（内委任状出席 454名）

議　事
○平成23年度特例民法法人事業・収支決算報告並びに監査報告
○諸規定（案）について
○平成24年度一般社団法人事業計画（案）・収支予算（案）
○提案事項　東日本大震災災害義援金について
　上記議題すべて全会一致にて承認
○役員改選（後に開催された第１回理事会にて会長・副会長
選任）
会　長（再任）松村俊也（全国社会保険協会連合会札幌社

会保険総合病院）
副会長（再任）関戸雄一（医療法人医仁会中村記念南病院）
　〃　　（再任）大元秀近（北海道公立大学法人札幌医科大

学附属病院）

◎第37回一般社団法人札幌放射線技師会杯野球大会

日　時：平成24年６月10日（日）　午前７時45分～
場　所：北海道職員球場
参　加：中村記念エキサイターズ、SAP48チームS、SAP48

チームA（ともに札医大）、イチャモンズ（混成）、札
幌厚生病院　計５チーム

　　優勝：中村記念エキサイターズ　準優勝：イチャモンズ

◎第１回ブロック長会議

日　時：平成24年６月14日（木）　午後７時 00 分～
場　所：北放技研修センター
出　席：各ブロック長・担当理事・会長・副会長・情宣担当

理事　計16名出席

◎札幌放射線技師会会報「START　No.48」発行

　発行日：平成24年７月31日（土）
　発行部数：750部
◎札幌ドーム　日ハム戦観戦ツアー（対東北楽天戦）

日　時：平成24年８月３日（金）　午後６時30分～
場　所：札幌ドーム
参　加：60名

◎札放技・札臨技対抗ソフトボール大会＆ビールパーティー

日　時：平成24年８月18日（土）　午後１時 00 分～
場　所：JR北海道研修センターグラウンド、サッポロビール園
参　加：15名

◎イブニングレクチャ

　読影講座「基礎からの画像診断」
第１回　腹部（肝臓、胆のう、膵臓）領域
日　時：平成24年８月29日（水）　午後７時～
場　所：富士フィルム札幌ビル
講　師：札幌医科大学　放射線医学講座　斉藤　正人　先生
出　席：58 名
第２回　呼吸器領域
日　時：平成24年10月18日（木）　午後 7時～
場　所：富士フィルム札幌ビル
講　師：KKR札幌医療センター　放射線診断部　部長
　　　　秋葉　英成　先生
出　席：46 名

◎札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会

日　時：平成24年８月30日（木）　午後６時30分～
場　所：札幌市医師会館
講　師：北海道対がん協会	 黒蕨　邦夫　先生　　　
　　　　KKR札幌医療センター	 安部　裕子　先生　　　
　　　　北海道大学放射線部	 山﨑　理衣　先生　　　
内　容：参加施設のフィルム評価、読影、実機を用いてのポ
　　　　ジショニング
出　席：58 名

◎札幌市立高校職場体験学習

　Ａ日程：平成24年８月29日（水）
　Ｂ日程：平成24年９月19日（水）
　参加高校：旭丘・開成・新川・清田　計 13名
　協力施設：北海道がんセンター、中村記念病院、札幌医大附
　　　　　　属病院、愛育病院、札幌社会保険総合病院

◎第18回学術研修会

日　時：平成24年９月20日（木）　午後７時00分～
場　所：札幌医科大学記念ホール
テーマ：「クラウドについて」ー医療における情報インフラの整備－
講演１：「クラウドの現状と実例としての医療クラウドの紹介」
　　　　テクマトリックス株式会社医療システム営業部　部長
	 重藤　章郎　先生
講演２：「クラウドの基礎とその将来展望」　　　　
　　　　北海道情報大学医療情報学部医療情報学科　教授
	 上杉　正人　先生
出　席：28 名

◎市民公開講座

日　時：平成24年11月４日（日）　午後３時00分～
場　所：札幌医科大学記念ホール

テーマ：「乳がんについて」－乳がんの診断から治療まで－
講演１：「環境放射線被ばくを考える」
	 札幌医科大学附属病院　放射線部　武田	浩光	先生
　講演２：「乳がん治療の最前線」
	 札幌乳腺外科クリニック　院長　　岡崎　	稔	先生
　出　席：58 名

◎会　報「START　No.49」

発行日：平成25年１月15日（火）
発行部数：800部

◎平成24年度会員勉強会

日　時：平成25年１月24日（木）午後７時00分～
場　所：札幌医科大学記念ホール
テーマ：「フォトカウンティング技術の原理と将来展望」
講演１：「フォトカウンティング技術を用いたMDM（マンモ）装置」
	 キャノンライフケアソリューションズ㈱　野中祐介	先生
講演２：「未来 CT～フォトカウンティングCTについて～」
	 GEヘルスケア・ジャパン㈱技術本部CT技術部　　
	 渡辺誠記	先生
参加者　22名

◎札幌市医師会夜間急病センター出向責任者会議

日　時：平成25年２月14日（木）午後７時00分～
場　所：北海道放射線技師会研修センター
出席者　40名

◎普通救命講習（第 1 回）

日　時：平成25年２月20日（水）
　　　　午後６時30分～午後９時30分
場　所：北海道放射線技師会研修センター
参加者　４名

◎医用画像モニター精度管理ワークショップ 2013

日　時：平成25年２月23日（土）午後３時00分～
　　　　　　　　　　24日（日）午後９時30分～
場　所：北海道情報大学サテライト
参加者　34名（両日合計）

◎イブニングレクチャ

読影講座「基礎からの画像診断」
第３回　整形領域（四肢）
日　時：平成24年３月１日（金）午後７時00分～
場　所：富士フィルム札幌ビル
講　師：帯広協立病院　放射線科
	 後藤　敏文	先生（十勝放射線技師会会長）
参加者　60名

◎普通救命講習（第２回）

日　時：平成25年３月13日（水）

　　　　午後６時30分～午後 9時30分
場　所：札幌社会保険総合病院
参加者　３名

◎札幌市医師会夜間急病センターＸ線装置線量測定

日　時：平成25年３月14日（木）　午後５時30分～
場　所：札幌市医師会夜間急病センターX線室

◎札幌市医師会夜間急病センター技術研修会

日　時：平成25年３月16日（土）　午後３時00分～
場　所：札幌市医師会夜間急病センター
参加者　９名
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平成24年度　　事　業　総　括

　会員の皆様には、札幌放射線技師会の事業にご理解とご協力

を頂き、御礼を申し上げます。

　平成24年度を振り返りますと、７月27日から開催されたロン

ドンオリンピックでは、日本のチーム力と個人力で合計38個も

のメダルを獲得し、日本国民に勇気と感動を与えました。

　又、９月には、日本政府の尖閣諸島の国有化をきっかけに中

国では、大規模な反日デモが発生し、日系企業や販売店を襲撃

する状況がテレビから流れました。

　医療界においては、明るい話題として山中伸弥教授が iPS 細

胞の開発によりノーベル医学・生理学賞を受賞されたことがあ

ります。

　最近、我々放射線技師も大学卒や大学院に進んで修士、博士

を習得している人も増加しています。今後は、放射線業務の専

門家として、安全かつ精度の高い技術を医療現場に提供するた

めに、技師会として会員のための事業を行っていきたいと考え

ております。

　本会の平成24年度の事業を振り返りますと、例年通り札幌市

夜間急病センターの技術協力をはじめ、学術研修会、会員勉強

会、親睦事業、社会還元事業、ブロック活動他、当初予定した

諸事業を概ね遂行することができました。

　次にいくつかの事業について概略を報告し、平成24年度の総

括と致します。

【会計について】

　平成24年度の予算編成において昨年度は、会費納入率が86％

でしたが、今年度は80％でした。今後も事業を遂行していくう

えで、収入の確保が一番重要であることはいうまでもありませ

ん。引き続き会費の早期納入を宜しくお願い致します。

【学術について】

　学術につきましては、学術研修会、会員勉強会と、それに加

えて昨年度から年３回を目標に行っているイブニングレクチャ

ーを開催しました。

　学術研修会は、９月20日に札幌医科大学記念ホールにて、ク

ラウドをテーマとして【クラウドの現状と実例としても医療ク

ラウドの紹介】をテクマトリックス株式会社の重藤章朗先生に、

又【クラウドの基礎とその将来展望】を北海道情報大学の上杉

正人先生に講演して頂きました。

　会員勉強会では、平成25年１月24日に、近い将来導入が予想

されるフォトンカウンティング技術をテーマとして【フォトンカウ

ンティング技術を用いたMDM装置】をキャノンライフケアソリュ

ーションズ株式会社の野中祐介先生に【未来CT～フォトンカウン

ティングCTについて】をGEヘルスケアジャパン株式会社	渡辺

誠記先生に講演して頂きました。

　昨年度より厚生労働省から出されました放射線技師の読影補

助の業務拡大に伴い、イブニングレクチャーを企画しました。

第１回目「腹部領域」、第２回目「呼吸器領域」、第３回目「整

形領域」で画像診断の読影講座を開催しました。それぞれの会

において多数の会員の参加があり、今後も継続していきます。

　また今後は、聞くだけの研修会だけではなく、参加型の研修

会も開催していきたいと考えております。

　次年度以降も会員のニーズに応えるための研修会を企画して

いきたいと思いますので多数の参加を宜しくお願い致します。

【会員親睦と交流について】

　会員親睦と交流につきましては、今年度も日ハムドーム観戦

ツアーを実施しました。この観戦ツアーも今年で６回目の開催

ということですが、今まで観戦日で日ハムが負けたことがなく、

どこまでこの無敗記録が継続するのか期待しつつ、次年度以降

も企画していきたいと思います。

　第36回札放技野球大会は、年々参加チームも減少し、これも

若い会員の野球人口の減少も考えられますが、伝統を継続すべ

く行っていきたいと思います。また今年度の優勝チームは、中

村記念病院エキサイターズでした。

　長年にわたり当野球大会において審判をして頂いた碇谷さん

が、お亡くなりになられました。ここに謹んでご冥福を申し上

げます。

　ブロック間の合同親睦事業につきましても昨年同様進んでい

ますが、今後は異なるブロック間における交流も深めていけれ

ばと期待するところです。

【情宣活動について】

　定例の年２回発行の札放技会報（START	No.48,49）は、予

定通り７月と１月に発行しました。原稿を依頼した皆様には、

厚くお礼申し上げます。

　尚、今年度からは、法人移行に伴い、議案集の発行はなくな

り、年 3回の会報発行になりますので宜しくお願い致します。

　ホームページにつきましては、リニューアル以降特に変更等

はありませんが、今後も会員のための情報発信源として、HP

の充実に向けて取り組んでいきたいと思います。要望等があり

ましたら電子メール等での連絡を宜しくお願い致します。

　関係団体との交流につきましては、札幌市医師会新年交礼会

をはじめとして各関係団体の行事に出席し、交流を計りました。

【対外活動について】

　札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力は、在宅会員を

含め、42施設、180名の会員の協力により準夜帯、深夜帯を通し

無事協力事業が遂行できましたことに感謝申し上げます。この

事業は、今後も札幌市民の夜間における救急医療に対応すべく

継続していきたいと思いますのでご協力宜しくお願い致します。

　社会還元事業として例年実施している里親制度充実のために

平成24年度も札幌市児童福祉センターを通して札幌里親会に10

万円の寄付を行いました。会員各位に感謝申し上げますととも

に今後も継続していきたいと考えておりますので宜しくお願い

致します。

　今回で５年目となる札幌市立高校生の職業体験学習を札幌市

教育委員会の要請で会員施設において実施しました。市内４校、

延13名の生徒を受け入れ施設にお願いし、放射線業務における

体験学習を行いました。

　年々、放射線技師の職業体験を希望する高校生も増加する傾

向にあり、放射線技師の認知度も少しずつではありますが、上

がってきたのではないかという印象です。ここで受け入れをご

協力頂きました各施設にお礼申し上げます。

　また、札幌市医師会より市内医療機関に従事する診療放射線

技師のマンモグラフィ研修についても当会に協力要請があり、

会員を講師として派遣し、実施しました。

【ブロック活動について】

　各ブロック長、ブロック役員各位には、業務多忙の中ブロッ

ク活動において様々な活動を行って頂き、感謝申し上げます。

また今年度も２回のブロック長会議を行い、意見交換を行いま

した。実際の現状では、ブロック間の活動において温度差も感

じられますので、活動の停滞しているブロックには、技師会と

しても積極的に支援を行っていきたいと思います。

【技術支援について】

　平成24年度の技術支援協力依頼はありませんでした。今後は、

会員の登録作業を含め、見直しをしていきたいと考えておりま

す。

【最後に】

　本年度は、一般社団法人１年目ということで、公益、親睦事

業を行って参りました。

　これからも札幌放射線技師会は、多くの会員が、気軽に参加

できる事業を役員一同、行っていきたいと考えております。

　以上、平成24年度事業の概要を記載しました。

　今後も本会の事業推進にご協力をお願いし、総括とさせて頂

きます。
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１．庶　務　部

【１】庶務報告
⑴　会員数

　本年度会員数	 700 名	（昨年度　723 名）

　（終身会員数	 17 名	）

　転入・入会会員数	 47 名

　退会会員数	 59 名

　物故会員数	 ２名

　⑵　会議

定期総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回

会長・副会長会議　　　　　　　　　　　　　　　３回

理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７回

学術連絡会議　　　　　　　　　　　　　　　　　５回

庶務会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回

ブロック長会議　　　　　　　　　　　　　　　　２回

夜間急病センター出向施設代表者会議　　　　　　１回

札幌市放射線技師会会報編集委員会　　　　　　　３回

札幌市放射線技師会杯野球大会キャプテン会議　　１回

札幌市臨床検査技師会合同企画検討会議　　　　　１回

⑶　発信・受信文書

発信数	 219 件

受信数	 63 件

⑷　印刷物？？例年通り

議案集	 800 部

札幌放射線技師会会報（No.48、49、50)	 2,400 部

⑸　慶弔

祝　電	 10 通

弔　電	 6 通

⑹　各事業参加人数

平成24年

４月26日　第57回（社）札幌市放射線技師会定期総会

	 	 486名（委任状含む）

６月10日　第37回札放技杯野球大会

	 	 ５チーム　75名（登録者ベース）

６月14日　平成24年度第１回ブロック長会議	 16名

８月３日　日本ハム野球観戦	 60名

８月18日　札放技・札臨技対抗ソフトボール大会＆ビ

ールパーティー	 17名

８月29日、９月19日　札幌市立高校職場体験学習

受入施設：５　参加校：４　　13名（受入人数）

８月29日　イブニングレクチャ（１週目）	 58名

８月30日　札幌市マンモグラフィ講習会	 58名

９月20日　学術研修会	 28名

10月18日　イブニングレクチャ（２週目）	 46名

11月４日　市民公開講座	 30名

11月15日　平成24年度第２回ブロック長会議	 14名

平成25年

１月24日　会員勉強会	 22名

２月14日　札幌市医師会夜間急病センター出向施設責

任者会議	 40名

２月20日　普通救命講習（１回目）	 ４名

２月23日～24日

　　　　　医用画像モニター品質管理ワークショップ2013

	 	 34名

３月１日　イブニングレクチャ（３週目）	 60名

３月13日　普通救命講習（２回目）	 ３名

３月17日　夜間急病センターCT及びCR技術研修会

	 	 ８名

【２】平成24年度（一社）札幌放射線技師会動向
平成24年

４月

26日（木）　平成23年度第57回定期総会・懇親会（北放技研修セ

ンター）

26日（木）　第１回理事会（北放技研修センター）

５月

10日（木）　第１回学術連絡会議（北放技研修センター）

17日（木）　第 2回理事会（北放技研修センター）

19日（土）　北海道放射線技師ＯＢ会（松村：サンプラザホテル）

26日（土）　北海道放射線技師会第66回学術講演会（札医大記念

ホール）

27日（日）　第68回北放技定期総会（札医大記念ホール）

６月

１日（金）　日本放射線技師会65周年記念式典（松村：東京・パ

レスホテル）

１日（金）　第37回札放技杯野球大会キャプテン会議（北放技研

修センター）

平成24年度　　各　部　報　告
２日（土）　日本放射線技師会定期総会（松村：東京・日本科学館）

４日（月）　札臨技合同企画会議（北放技研修センター）

９日（木）　会長・副会長会議（北放技研修センター）

10日（日）　第37回札放技杯野球大会（北海道職員球場）

14日（木）　第１回ブロック長会議（北放技研修センター）

20日（水）　学術研修会講師との打ち合わせ（松村：札幌社会保

険総合病院）

25日（月）　第２回学術連絡会議（北放技研修センター）

30日（土）　全道野球大会懇親会（松村：滝川市・ホテルスエヒロ）

７月

１日（日）　全道野球大会（松村：滝川市営球場）

４日（水）　第３回理事会（北放技研修センター）

18日（水）　札放技会報№ 48	第1回編集会議（北放技研修センター）

31日（土）　札放技会報№ 48発行

８月

１日（水）　札幌市マンモグラフィ研修会打ち合わせ

（山崎、松村：札幌プリンスホテル）

３日（金）　日ハム戦観戦ツアー（札幌ドーム）

18日（土）　札放技・札臨技対抗ソフトボール大会＆ビールパー

ティー（JR研修センターグラウンド、サッポロビール園）

23日（木）　第１回市民公開講座打ち合わせ（松村：北放技研修

センター）

29日（水）　札幌市立高校職業体験学習１週目

29日（水）　イブニングレクチャ　１週目（富士フィルム札幌ビ

ル　会議室）

30日（木）　札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会（山崎、松村：

札幌市医師会館）

９月

６日（木）　第３回学術連絡会議（北放技研修センター）

15日（土）　北放技第１回全道理事会（松村：北放技研修センター）

19日（水）　札幌市立高校職業体験学習２週目

20日（木）　第18回学術研修会「クラウドについて」（札医大記

念ホール）

27日（土）　第４回理事会（北放技研修センター）

10月

18日（水）　イブニングレクチャ　２週目（富士フィルム札幌ビ

ル　会議室）

20日（土）～21日（日）　日放技北海道地域学術大会（札医大記念

ホール）

11月

３日（土）　北海道市立病院放射線技師会50周年記念式典（松村：

東京ドームホテル札幌）

４日（日）　市民公開講座（札医大記念ホール）

15日（木）　第２回ブロック長会議（北放技研修センター）

17日（土）　札幌市医師会創立65周年記念夜間急病センター開設

40周年記念式典（松村：札幌パークホテル）

30日（金）　第５回理事会（富士フィルム札幌ビル	会議室）

12月

17日（月）　社会還元事業（松村、関戸：札幌市児童福祉総合セ

ンター）

20日（木）　庶務会議（北放技研修センター）

21日（金）　医用画像モニター管理ワークショップ打ち合わせ

（松村：札幌社会保険総合病院）

平成25年

１月

５日（土）　札幌市医師会新年交礼会（松村：札幌パークホテル）

５日（土）　札幌薬剤師会新年交礼会（松村：札幌パークホテル）

12日（土）　小樽後志放射線技師会新年交礼会（松村：小樽市）

15日（火）　札放技会報　№ 49号発行

16日（水）　会長・副会長会議（北放技研修センター）

19日（土）　北放技全道支部代表者会議（松村、関戸、大元、酒

谷：ホテルライフォート札幌）

19日（土）　北放技新年交礼会　（松村、関戸、大元：ホテルラ

イフォート札幌）

19日（土）　北海道理学療法士会新年交礼会　（松村：全日空ホ

テル）

24日（木）　会員勉強会「フォトンカウンティング技術について」

（札医大記念ホール）

31日（木）　第６回理事会（北放技研修センター）

２月

４日（月）　税理士との打ち合わせ（北放技研修センター）

14日（木）　夜間急病センター出向責任者会議（北放技研修セン

ター）

20日（水）　普通救命講習会（北放技研修センター）

21日（木）　夜間急病センター協力三団体役員懇談会（松村、関

戸：札幌プリンスホテル）

23日（土）～24日（日）　医用画像モニター品質管理ワークショッ

プ（松村：北海道情報大学サテライト）

25日（月）　学術及び会報№ 50編集会議（北放技研修センター）

３月 

４日（木）　イブニングレクチャ　３週目（富士フィルム札幌ビ

ル　会議室）

６日（水）　会長・副会長・会計会議（北放技研修センター）

９日（土）　北放技第３回全道理事会（北放技研修センター）

13日（水）　普通救命講習会（北放技研修センター）

16日（土）　夜間急病センター技術研修会（札幌市夜間急病センター）

21日（木）　第７回理事会（北放技研修センター）
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【３】平成24年度理事会報告

第 1 回理事会

開催日時　平成24年４月26日（木）

午後８時～午後８時10分迄

場　　所　一般社団法人北海道放射線技師会研修センター会

議室

理事18名中16名、監事２名中２名

審 議 １　代表理事（会長）・副会長選定について

　定款第34条及び理事会運営規程に則り慎重に協

議した結果、全員一致を持って次のとおり選定し

た。

　代表理事　松村俊也

　副会長　関戸雄一、副会長　大元秀近

第２回理事会

開催日時　平成24年５月17日（木）

午後７時～９時迄

場　　所　一般社団法人北海道放射線技師会研修センター会

議室

理事18名中14名、監事２名中２名

報 告 １　平成24年度事業任務分担について

報 告 ２　理事会運営について

報 告 ３　第57回定期総会報告

報 告 ４　第１回理事会報告

報 告 ５　平成24年度第１回学術連絡会議報告

報 告 ６　各部報告

報 告 ７　その他　北放技退会者の札放技継続の確認につい

て

審 議 １　諸規定変更について

審 議 ２　会費未納会員について

審 議 ３　（一般社団法人）札幌放射線技師会のみ入会者の扱

いについて

審 議 ４　平成24年度事業計画について

審 議 ５　北放技定期総会選出会員の選出について

審 議 ６　札放技会報No.48発行について

審 議 ７　その他

⑴　第28回日本診療放射線技師総合学術大会につ

いて

⑵　日放技65周年記念式典（H24.6.1）・日放技総会

について（H24.6.2）

⑶　事務機器整備に関して

⑷　不測時、おくやみの連絡先について

第３回理事会

開催日時　平成24年７月３日（木）

午後７時～７時50分迄

場　　所　一般社団法人北海道放射線技師会研修センター会

議室

理事18名中15名、監事２名中１名

報 告 １　札臨技合同企画会議報告

報 告 ２　第37回札放技野球大会報告

報 告 ３　ブロック長会議報告

報 告 ４　北海道放射線技師会定期総会報告

報 告 ５　日本放射線技師会定期総会報告

報 告 ６　各部報告

報 告 ７　その他　

⑴　第２回学術連絡会議報告

⑵　第37回札放技野球大会会計報告

審 議 １　日ハム野球観戦について

審 議 ２　札放技会報No.48について

審 議 ３　札放技・札臨技対抗ソフトボール大会について

審 議 ４　イブニングレクチャ１週目について

審 議 ５　第18回学術研修会について

審 議 ６　各勉強会について

審 議 ７　その他　

⑴　役員の交通傷害保険について

⑵　札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会

について

⑶　役員の連絡先配布

⑷　札放技名簿作成について

第４回理事会

開催日時　平成24年９月27日（木）午後７時～９時迄

場　　所　一般社団法人北海道放射線技師会研修センター会

議室

理事18名中14名、監事２名中１名

報 告 １　日ハム野球観戦報告

報 告 ２　札放技会報No48について

報 告 ３　庶務会議報告

報 告 ４　札放技・札臨技対抗ソフトボール大会報告

報 告 ５　札放技・北放技主催市民公開講座第一回合同会議

報告

報 告 ６　イブニングレクチャ 1週目報告	

報 告 ７　札幌市立高校職場体験学習報告

報 告 ８　札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会報告

報 告 ９　第３回学術会議報告

報 告 10　平成24年度北放技第２回全道理事会報告

報 告 11　第18回学術研修会報告

報 告 12　各部報告

報 告 13　その他	

⑴　事業の終了後２週間以内に事業報告を行う件

について

⑵　入退会届の送り先について

審 議 １　イブニングレクチャ２週目について

審 議 ２　市民公開講座について

審 議 ３　第２回ブロック長会議について

審 議 ４　社会還元事業について

審 議 ５　会報No49 について

審 議 ６　会員動向調査及び技術支援に関するアンケート調査

審 議 ７　研修センター改築について

審 議 ８　今後の学術事業について

審 議 ９　その他　

⑴　北海道地域学術大会（10/20、21）について

⑵　日放技の社会貢献ポイントに急病センター出

向会員を申請する件について

⑶　東日本大震災復興義援金について

⑷　団体扱い保険について

第５回理事会

開催日時　平成24年11月30日（金）

午後７時～８時迄

場　　所　富士フィルム札幌ビル３階会議室

理事18名中14名、監事２名中２名

報 告 １　イブニングレクチャ 2週目報告

報 告 ２　市民公開講座報告

報 告 ３　平成 24 年度第 2回ブロック長会議報告

報 告 ４　社会還元事業経過報告

報 告 ５　会報No49 経過報告

報 告 ６　各部報告

審 議 １　北放技支部代表者会議について

審 議 ２　北放技新年交礼会について

審 議 ３　平成 24 年度会員勉強会について

審 議 ４　イブニングレクチャ 3週目について

審 議 ５　会報No49 編集会議について

審 議 ６　今年度残りの事業及び次年度の事業について

審 議 ７　その他

⑴　日ハム観戦ツアー記事を会報に掲載する件に

ついて

⑵　定期総会の議案集発行について

第 6 回理事会

開催日時　平成25年１月31日（木）

午後７時～８時15分迄

場　　所　一般社団法人北海道放射線技師会研修センター会

議室

理事18名中14名、監事２名中１名

報 告 １　社会還元事業報告

報 告 ２　会報No.49 報告

報 告 ３　北放技支部代表者会議（H25.1.19）報告

報 告 ４　北放技新年交礼会（H25.1.19）報告

報 告 ５　平成24年度会員勉強会（H25.1.24）報告

報 告 ６　各部報告

報 告 ７　その他　第２回庶務会議報告

審 議 １　イブニングレクチャ３週目について

審 議 ２　平成25年度事業計画（案）並びに予算（案）について

審 議 ３　学術部・福利厚生部合同会議について

審 議 ４　会報No.50（総会特集号）編集について

審 議 ５　急病センター撮影装置線量測定について

審 議 ６　今年度残りの事業及び次年度の事業について

審 議 ７　その他　プリンターの購入について

第７回理事会

開催日時　平成25年３月21日（木）

午後７時～９時迄

場　　所　一般社団法人北海道放射線技師会研修センター会

議室

理事18名中14名、監事２名中１名

報 告 １　急病センター出向責任者会議報告

報 告 ２　救命救急講習会報告

報 告 ３　急病センター協力３団体役員懇談会報告

報 告 ４　医用画像モニター精度管理ワークショップ報告

報 告 ５　学術部・編集委員会合同会議報告

報 告 ６　イブニングレクチャ（３週目）報告

報 告 ７　急病センター撮影装置線量測定報告

報 告 ８　第3回一般社団法人北海道放射線技師会理事会報告

報 告 ９　急病センター技術研修会報告

報 告 10　各部報告

審 議 １　札幌市医師会夜間急病センター出向就業規定改定

について

審 議 ２　組織運営規定について

審 議 ３　総会日程変更について

審 議 ４　総会役員について

審 議 ５　平成25年度事業計画（案）並びに予算（案）につ

いて

審 議 ６　ノートパソコン購入について

審 議 ７　モバイルＷｉＦｉルーター購入について

審 議 ８　一般社団法人北海道放射線技師会総会（H25.5.26）

について

審 議 ９　会報№ 50発行について

審 議 10　その他

⑴　会議以外の交通費について

⑵　庶務より会員データベースの更新作業案につ

いて
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２．学　術　部

【１】第18回　学術研修会

日時：平成24年９月20日（木）19：00 ～

場所：札幌医科大学記念ホール

テーマ

【クラウドの現状と実例としての医療クラウドの紹介】

講師：テクマトリックス株式会社　医療システム事業部

	 医療システム営業部　重藤章朗先生

テーマ【クラウドの基礎とその将来展望】

	 講師：北海道情報大学　上杉正人先生

（参加人数）28 名

【２】一般社団法人北海道放射線技師会、一般社団法人札幌放

射線技師会主催　市民公開講座

日時：平成24年11月４日（日）14：00 ～

場所：札幌医科大学記念ホール

テーマ【環境放射線被ばくを考える】

	 講師：札幌医科大学附属病院　放射線部　　

	 武田浩光先生

テーマ【乳がん治療の最前線】

	 講師：札幌乳腺外科クリニック院長　岡崎　稔先生

（参加人数）　58名（会員 30名、市民 28名）

【３】平成24年度　会員勉強会

日時：平成25年１月24日（木）19：00 ～

場所：札幌医科大学記念ホール

テーマ【フォトンカウンティング技術を用いたMDM装置】

	 講師：キャノンライフケアソリューションズ株式会社

	 野中祐介先生

テーマ【未来CT～フォトンカウンティングCTについて～】

	 講師：GEヘルスケアジャパン株式会社　　　

	 技術本部 CT技術部　渡辺誠記先生

（参加人数）22名

【４】イブニングレクチャー　読影講座【基礎からの画像診断】

第１回　腹部（肝臓、胆嚢、膵臓）領域

日時：平成24年８月29日（水）午後 19：00 ～

場所：富士フィルム札幌ビル　３F会議室

	 講師：札幌医科大学	放射線医学講座	斉藤正人先生

（参加人数）57 名

第 2回　呼吸器領域

日時：平成24年10月18日（木）午後 19：00 ～

場所：富士フィルム札幌ビル　3F会議室

講師：KKR札幌医療センター　放射線診断部部長

	 秋葉英成先生

（参加人数）46 名

第３回　整形領域

日時：平成25年３月１日（金）19：00 ～

場所：富士フィルム札幌ビル　３F会議室

テーマ【Ｘ線単純撮影、整形外科領域の撮影と読影】

第一部　肩及び膝を中心に

第二部　一般外傷症例紹介

	 講師：医療法人社団　刀圭会　協立病院　　　

	 診療技術部　医事部　後藤敏文先生

（参加人数）60名

【５】札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会

日時：平成24年８月30日（木）18：30 ～

場所：札幌市医師会館

	 講師：北海道対がん協会　黒蕨邦夫先生

	 KKR札幌医療センター　阿部裕子先生

	 北海道大学放射線部　	山崎理衣先生

（参加人数）58 名

【６】モニター精度管理ワークショップ

日時：平成25年２月23日（土）、24日（日）

場所：北海道情報大学サテライト

	（参加人数）　　23日　　24名

　　　　　　　　	24日　　10名

【７】平成24年度札幌市医師会夜間急病センター出向施設責任者

会議報告

日時：平成25年２月14日（木）19：00～20：30

場所：北海道放射線技師会研修センター３階研修室

（出席者）40名

（出向施設責任者 37名　自宅出向会員３名）

議題１：平成24年出向状況報告

議題２：平成25年度新出向体制について

議題３：平成24年度出向についての意見・要望

議題４：その他

①　CT及びCR技術研修会について

②　会員資格について

③　会費納入について

④　平登録出向会員数について

⑤　「札幌市医師会		夜間急病センター出向会員就業規

程」見直しについて

【８】夜間急病センター技術研修会

日時：平成25年３月16日（土）15：00～17：00

場所：札幌市医師会夜間急病センター

（参加人数）８名

３．情報企画部

ブロック活動報告

総括

　はじめに、本年度も各ブロック長並びにブロック役員の皆様

のお力により、ブロック活動が遂行されたことに深く感謝致し

ます。本年度も各ブロックが独自にそれぞれの特色を生かしな

がら、勉強会や懇親会が多数行われました。またブロック間で

の合同イベントを積極的に開催し、親睦を深めたブロックもあっ

たようです。

　平成24年度は、例年通り６月と11月の計２回ブロック長会議

を開催しました。当日は各ブロックの活動状況や問題点、技師

会に対する要望等を報告していただきました。勉強会やブロッ

ク総会、懇親会など単独で活発に行っているブロックや単独で

の開催が困難で合同開催にならざるを得ないブロック、また活

動自体が停滞しているブロックなど様々でありました。ホーム

ページの運用などにより各ブロックの行事予定や報告など共有

し、ブロック活動が更に活発に行われていくことを期待します。

　来年度は各ブロックの担当理事を通じて技師会からの支援を

更に強化するとともに、定期的にグロック長会議を開催してい

き、各ブロックの問題点の把握と解決に向けて本年度同様、積

極的に支援していきたいと考えております。

平成24年度　一般社団法人　札幌放射線技師会

第２回ブロック長連絡会議報告

　平成24年度第２回ブロック長連絡会議が下記の日程で開催さ

れたので報告します。

日時：平成24年11月15日（木）19：00 ～

場所：北海道放射線技師会研修センター３階会議室

【出席者】

・ブロック長又副ブロック長

西手稲　　　秋吉　和也

厚別清田　　星野　広史

東　　　　　岡田　雄二

豊平南　　　石田　　亨

中央北　　　井上　正住

・ブロック担当理事

中央南　　　西原　　徹

西手稲　　　寺田　克広

厚別清田　　佐藤　博樹

白石　　　　酒谷　　隆

豊平南　　　浅野　英章

東　　　　　黒下　裕次

・札放技役員

松村　俊也、大元　秀近、関戸　雄一、寺田　武司

〔議題１〕ブロック担当役員変更について

中央南　　昨年度末の役員会で役員全員退任

　　　　　後任役員は未定

中央北　　変更なし

西手稲　　変更なし

厚別清田　変更なし

白石　　　変更なし

豊平南　　変更なし

東　　　　変更なし

北　　　　ブロック長：山下道明氏（北海道大学病院）、副ブ

ロック長：武田　弘氏（北腎会　脳神経・放射線

科クリニック）、会計：上田　敏行氏（北成病院）、

監事：成毛　亨実氏（麻生整形外科病院）が新た

に就任、あと１名監事を追加予定。

〔議題２．〕ブロック活動状況報告及び年度内計画等について

西手稲ブロック

【計画】ブロック役員就任願いのハガキを出したが、引き受け

てくれる会員はいなかった。活動が滞っているため、現在の役

員が集まって今後の活動計画を話し合う予定。

厚別清田ブロック

【報告】先週監事会開催し、今後の日程を決定した。

【計画】11/26	ＡＫミーテイング（演題及びフィリップスCT）、

１月ボーリング大会、２月勉強会（日立MRI、東芝アンギオ装

置）開催予定

豊平南ブロック

【報告】10月開催予定だった施設見学が中止となった。

【計画】３月勉強会と年度末総会開催予定。

東ブロック

【報告】例年通りの活動を行った。

【計画】１月新年会、年10回のカンファレンス開催予定。

白石ブロック

【報告】10/12	中央北ブロックとの合同ボーリング大会を開催した。

【計画】来週役員会を開催し、２月開催予定の勉強会の内容を

話し合う予定。

北ブロック

・活動報告なし

中央北ブロック

【報告】10/12	白石ブロックとの合同ボーリング大会を開催した。

【計画】年１回の総会と講演会及び懇親会を開催予定。

中央南ブロック

【計画】

・できるだけ早く後任役員を選出し、１月下旬から２月頃に集

まりを設けたい。

・２月に勉強会を開催したい。

〔議題３．〕活動の問題点・要望事項等について

・各ブロックから問題点や要望等は無かった。
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〔議題４．〕ホームページの運用について

・各ブロックから運用面での問題点や要望等は無かった。

〔議題５．〕日放技生涯学習ポイントについて

・ブロック活動に生涯学習ポイントが付与される。

・対象は日放技及び地方会に所属している会員。

・開催１週間前位にプログラム、開催日時、おおよその人数を

提出していただければ、それを日放技に申請します。

・生涯学習ポイントには、学術研修ポイントと社会活動ポイントの

２種類あり、ブロック活動は社会活動ポイントに該当する。

・２～５時間の活動で３ポイント付与される。

〔議題６．〕その他

１）ブロック補助金並びに事業報告について

・昨年度から申請様式を作成したので、それに従って申請して

ください。予算が足りない場合にも相談に乗ります。

・ブロック補助金を使った事業を行ったら、なるべく早く活動

報告を提出して欲しい。

・今年度から、札放技の研修事業に対して参加証明書を発行し

た。ブロック活動に関しても札放技から出席証明書を発行す

る。

２）診療放射線技師賠償責任保険について

・日放技に入っている会員全てに診療放射線技師賠償責任保険

に自動的に入ることになった。費用は日放技が負担する。

３）今後の札放技事業について

・平成25年１月19日（土）北海道放射線技師会新年交礼会（ホ

テルライフォート札幌）

・平成25年１月24日（木）札幌放射線技師会会員勉強会（札医

大記念ホール）

　内容：フォトカウンティングＣＴ

・平成25年２月　イブニングレクチャー（３週目）（富士フィ

ルム札幌ビル）

　内容：未定

・平成25年２月14日（木）急病センター出向責任者会議（北海

道放射線技師会研修センター）

・平成25年２月23～24日　医用画像モニターワークショップ

・平成25年３月16日（土）急病センター技術講習会（札幌市夜

間急病センター）

・平成25年４月25日（木）第58回定期総会（北海道放射線技師

会研修センター）

各ブロック活動報告
< 豊平・南ブロック >

平成24年

10月１日（月）第１回ブロック会議

12月４日（火）第２回ブロック会議

平成25年

３月１日（金）研修会＋ブロック総会

　◦研修会内容　	「急性腹症の画像診断」

　　　講師：KKR札幌医療センター　放射線診断科

	 部長　秋葉英成　先生

　◦ブロック総会

< 中央北ブロック >

平成24年

10月12日（金）白石・中央北合同ボウリング大会及び

　　　　　　		情報交換会

オリンピアボウルにて開催、総勢25名の参加で、中央北ブ

ロックは13名が参加した。

懇親会は、ジャスマックプラザホテル「ガイア」

< 厚別・清田ブロック >

◎平成24年５月９日

「第10回ＡＫミーティング」　参加者 25名

一般演題　座長　星野広史 ( 札幌社会保険総合病院 )

１．STIR法パラメータ設定のための基礎検討

	 牧野佑也（札幌社会保険総合病院）

２．心臓SPECTと冠動脈CTとのFusionについて

	 川上　亮（札幌社会保険総合病院）

３．当院における冠動脈用β遮断薬の使用経験

	 齋木　誠（江別市立病院）

４．本人確認からの接遇のあり方について

	 丹野昌宏（札幌整形循環器病院）

最新情報報告　座長　木村智茂（札幌社会保険総合病院）

　第68回放射線技術学会および ITEM2012の報告

	 松村俊也（札幌社会保険総合病院）

◎平成24年５月28日

　「平成24年度　第１回役員会」　　参加者　９名

１．ブロック長から報告

２．ホームページ委員報告

３．今後の活動計画　

◎平成24年11月７日

　「平成24年度　第２回役員会」　　参加者　８名

１．ブロック長から報告

２．今後の活動について

◎平成24年11月26日

　「第11回AKミーティング」　参加者　26名

一般演題	 座長：齋木　誠（江別市立病院）

１．心電同期心筋PET－CTにおける吸収補正の検討

	 伊藤翔一（江別市立病院）

２．ステレオガイド下吸引式乳房組織生検の成績と考察

	 坂井　静（札幌社会保険総合病院）

３．T1　FLAIR法の検討

	 星野広史（札幌社会保険総合病院）

４．冠動脈CTにおけるECG－EDIT機能の使用経験

	 木村智茂（札幌社会保険総合病院）

特別講演	 座長：木村　学（渓和会江別病院）

　「Ｐｈｉｌｉｐｓ１２８スライスＣＴと最新技術の紹介」

	 フィリップスエレクトロニクスジャパン　菅原　崇先生

◎平成25年１月23日

　「第10回厚別・清田ブロックボウリング大会」

	 参加者　23名

◎平成25年２月18日

　「厚別・清田ブロック勉強会」	 参加者　25名

講演１	 座長　伴　伸次（札幌社会保険総合病院）

　「東芝アンギオシステムのご紹介」

　　東芝メディカルシステムズ営業推進部Ｘ線担当

	 中田吉次　先生

講演２	 座長　間　裕章（江別市立病院）

　「日立MRI	ECHELON	OVALにおける最新技術」

	 日立メディコ　CT/MRI営業本部　林世生　先生

特別講演	 座長　星野広史（札幌社会保険総合病院）

　「放射線部における災害時防災マニュアルの重要性」

	 札幌社会保険総合病院	放射線部技師長　相川修二	先生

< 白石ブロック >

2012年５月11日　ブロック総会にて新役員選出

	 （役員２名の入れ替えあり）

　　　６月18日　役員会

　　　10月12日　中央北・白石ブロック合同ボウリン　　　　

　　　　グ大会+懇親会

　　　　　　　　合計 25 名参加	

　　　11月19日　役員会

2013年２月８日　ブロック勉強会+新年会

　「新徳州会病院施設見学及び320列CTとフラットパネルシステ

ムの使用経験について」　　　　　30名参加

< 西・手稲ブロック >

　今年度、現状調査のため各施設へアンケートを行いました。

　各施設ともブロック長、役員の輩出は厳しいとの返答であっ

た。（未返送も多数）

　ブロック規約上３名以上の施設からブロック長をお願いして

いたが、西手稲地区は少人数施設が多数となり、このままだと

ブロックの運営に支障をきたすおそれがある。

　今後は個人会員への調査を行い、協力していただける会員の

発掘に力を入れたい。

< 東ブロック >

・毎月第３火曜日（８月、12月を除く）

　「サードファイヤーカンファレンス」　10回 / 年

・ 2013年１月22日　東区ブロック新年会

< 中央南ブロック >

　ブロック報告の中央南ブロックは、活動実績なし、役員未定

の為、掲載する内容は無し。

< 北ブロック >

　活動報告は実績なし。

札放技会報「START」の定期刊行

　⑴　会報「START」第48号

　　　平成24年７月31日付発行

　⑵　会報「START」第49号

　　　平成25年１月15日付発行

　今年も例年通り札放技会報「START」を発行することがで

きました。ひとえに会員諸氏のご協力の賜物と感謝申し上げま

す。

　第48・49号発行に際し、ご多忙にもかかわらずご寄稿いただ

いた方々、また激励のお言葉やご意見などをお寄せいただいた

方々に、この紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。

札放技ホームページ

　会員への活動伝達手段の一つとして開設している当会ホーム

ページは引き続き、技師会行事の案内を中心に、関連学会や講

演会・勉強会などを会員の皆様へ紹介しました。

札放技連絡メール会員およびソーシャルネットワーキングサービス

について

　一昨年７月よりFacebookとTwitterで札幌放射線技師会ページ

を公開しております。その内容は当会が行う勉強会、講演会な

どの案内が中心となりますが、放射線に関する情報ページもこ

れから掲載していきます。尚、こちらも当会トップページの各

リンクから閲覧できます。

　Facebook ページ

　　　　　　　http://www.facebook.com/hoksapporo

　Twitter ページ

　　　　　　　http://twitter.com/hokartsapporo

関係諸団体・地方技師会との交流

　関係諸団体・地方技師会の新年交礼会・懇親会等に会長及び

副会長が会を代表いたしまして、出席し交流を深めてきました。

　詳細につきましては本議案集「平成24年度札幌放射線技師会

の動向」の項をご参照ください。

社会還元事業

　平成24年12月19日（月）に本会会長松村が会を代表し、里親制

度充実のため札幌市児童福祉総合センターに 10万円を寄贈し

てまいりました。
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　この事業に対しまして、札幌市より感謝状をいただきました

のでご報告いたします。

【６】技術支援

　本技術支援は、本会定款第３条の精神に基づき会員が急務等

による一時休暇を保障するためのものであり、平成13年４月よ

り実施しております。

　本年度は新たな依頼はありませんでしたが、技術支援に関す

る問い合わせが１件ありました。

　来年度以降も支援会員の登録を増やし、様々な支援要請への

迅速な対応が可能となるよう更なる努力をしていきたと考えて

おります。

　また、当支援は無資格者による業務の排除と地域医療への貢

献を推進する目的でもあります。本趣旨をご理解いただき会員

または施設の登録へのご協力をお願いいたします。

４．福利厚生部

【１】事業報告

⑴　第37回札幌放射線技師会杯野球大会

　平成24年６月10日（日）
　北海道職員球場にて５チ－ムが参加しました。
　参加されたチ－ムは熱戦をくりひろげ、中村記念エキサ
イターズが４年ぶり12度目の優勝をかざりました

⑵　北海道日本ハムファイタ－ズ観戦ツア－

　平成24年８月３日（金）
　５回目の開催となり、今回も家族を含めた参加もありま
した。
　試合は糸井・中田選手のホームランもあり、楽天イーグ
ルスに７－０で完勝。楽しいひとときを過ごしました。

【２】平成24年度　共済給付報告　

平成24年９月10日

平成24年10月８日

平成24年10月22日

平成25年３月７日

平成25年３月８日

平成24年４月２日

平成24年４月６日

平成24年４月16日

平成24年４月26日

平成24年４月26日

今井　　翔

巳上　　綾

小倉　圭史

浅沼　　治

北口　一也

牧野　佑也

亀田　拓人

板谷　春佑

長濱　宏史

吉川　健太

ご結婚（祝い金）　　10名

平成24年10月21日

平成25年２月21日

平成25年３月23日

平成24年８月17日

平成24年９月５日

平成24年９月13日

碇谷　幸喜

佐藤　澄子

中島　　詳

本人

母

母

本人

母

本人

鈴木幸太郎

菊池　　務

瀧川　幹雄

お悔やみ（弔慰金）　　６名

野球同好会

【１】活動報告

　平成24年度は、恒例の札幌放射線技会杯野球大会に、同好会
のメンバーと複数病院の技師会員と混成でチームを結成し参加
しました。初戦は札医大チームと対戦し13対６で勝利し、決勝
戦で中村記念病院と対戦し０対６で完封負けという結果でした。
当日は野球を通じて他技師会員との楽しい１日を過ごすことが
できました。
　また、今年は空知技師会主催の全道大会開催の年で６月30日、
７月１日に滝川にて第22回北海道放射線技師会杯野球大会が行
なわれました。大会前夜の対戦相手の抽選会及び親睦会では各
地方の特色が見えて大変楽しいひとときでした。
　翌日の試合は１回戦で十勝放射線技師会と対戦し、３対10で
敗れ、残念ながら初戦敗退となりました。

　是非とも、チームの若返りを期待しております。同好会は野
球を楽しむチーム作りをしていきたいと思っております。引き
続き新戦力の募集を致しておりますので、野球好きで同好会で
野球をやりたい会員がいましたら、監督の北腎会　脳神経・放
射線科クリニック TEL７０９－１７１７ 武田まで連絡お願い致し
ます。

松村　俊也

武田　　弘

上田　隆樹

星野　充英

田中　圭介

木村　智茂

東野　邦弘

星野　広史

藤原　健祐

石坂　欣也

西原　　徹

酒谷　　隆

青木　裕幸

札幌社会保険総合病院

脳神経・放射線科クリニック

自宅会員

脳神経・放射線科クリニック

耳鼻咽喉科麻生病院

札幌社会保険総合病院

手稲渓仁会病院

札幌社会保険総合病院

日本福祉看護・診療放射線学院

北海道大学医学部附属病院

セントラルCIクリニック

北新病院

手稲渓仁会病院

部　長

監　督

主　将

役　職

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

氏　　名 施　　　設　　　名

【２】名簿
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平成25年度事業計画（案）

平成25年度 予 算（案）

自　　平成25年４月１日

至　　平成26年３月31日

平成25年度事業計画（案）

Ⅰ【基本方針】

　当会の目的は、「診療放射線技術の向上発展に務め、並びに会

員の職業倫理及び技術水準の向上を図り、もって地域住民の健

康保持増強に寄与する」ことであります。

　昨年４月に非営利型一般社団法人として新たなスタートを切

った当会ですが、１年が経過し公益性を重視した一般社団法人

として今までの事業を継続しつつ、今後も地域医療に貢献する

ためふさわしい事業展開をしていかなければなりません。

　平成22年４月に厚労省医政局長より発出された通知「医療ス

タッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」では、

放射線業務の専門家として診療放射線技師を積極的に活用する

ことが望まれると明記され、診療放射線技師の業務として「読

影の補助」「検査の説明・相談」と記載されています。それら

を実現させるためには日頃より資質の向上が必要不可欠となり

ます。

　また、通知の基本的な考え方として、医療機関のみならず職

能団体つまり放射線技師会に対しても、チーム医療の実現の前

提となる医療スタッフの知識・技術の向上、複数の職種の連携

に関する教育・啓発の推進等の取組が望まれるとされています。

　以上のことを踏まえて、平成25年度の事業計画として以下の

事業を行ってまいります。

１．診療放射線技師及び診療エックス線技師の生涯教育に関す

る事業

２．会員の職業倫理の向上に関する事業

３．他医療団体との連携を通して地域医療の確保に関する事業

４．会員の福利厚生に関する事業

Ⅱ【重点事項】

　基本方針を踏まえて、平成25年度は特に次の事業を重点的に

推進していきたいと考えております。

１．学術・研修事業を中心に展開し、診療放射線技師の業務と

しての「読影の補助」「検査の説明・相談」を遂行するために、

医療従事者として知識と技術を習得し、チーム医療推進のた

め、会員の資質向上に務めること。

２．札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力を筆頭に、専

門職能団体及び公益的団体として地域に貢献する技師会を目

指すこと。

３．組織強化に向けて組織改革を実行し、技師会への入会を促

進すること。

Ⅲ【具体的事業活動】

　【学術研修事業】

１．研修会等の実施

　診療放射線技師の業務としての「読影の補助」、「検査の説

明・相談」に対応するべく以下の研修会を実施してまいります。

①　イブニングレクチャ（年３回開催）

②　学術研修会

③　会員勉強会

その他各種勉強会開催予定。

２．札幌臨床検査技師会との合同研修の開催

　医療従事者としてチーム医療を推進する目的のため、知識

と技術を共有しつつ会員の資質向上に務めるため、話題性が

あり両会の特徴を発揮できるような内容で引き続き実施して

いきます。

３．普通救命講習会の開催

　昨年度より通年で開催する体制を整え実施してまいりまし

た。本年度も複数回の開催を計画し、市民が安心な日常生活

を過ごせる様に対象者を広げ、多くの方に講習会に参加して

いただけるような体制を整えます。

４．札幌市乳がん検診実施施設における平均乳腺線量の調査

　例年当会へ札幌市医師会より、マンモグラフィ撮影技師研

修会への講師派遣依頼を受けていますが、参加施設の装置の

実態として、アナログ装置を使用している施設から、FPD使

用の施設までと混在している現状です。診療放射線技師の業

務として撮影線量の管理は重要な業務ですので、乳がん検診

実施施設の平均乳腺線量を調査し、適正な管理ができるよう

援助していきます。

【地域貢献事業】

１．札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力

　札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力は、当会の地

域貢献事業として最も重要な事業であります。本年度も市民

に安心・安全な医療を提供し地域医療に貢献するべく、引き

続き協力体制を強化して万全を期して行きます。

　また、撮影装置など機器管理も診療放射線技師の重要な業

務ですので、今後も装置の始終業点検を継続強化して早期の

不具合の検出、ならびにメンテナンスを行い受診者に対して

迷惑を掛けない体制を整えます。

　一昨年から適用している出向に関する就業規則も随時見直

しを図り、また出向者への技術講習会を含め内容の充実に務

めていきたいと思います。
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２．札幌市医師会夜間急病センター撮影装置線量測定の実施

　一昨年の福島原発事故以降、市民は放射線被ばくに対して

敏感な反応を示しています。

　札幌市夜間急病センターの撮影装置も平成16年の設置から

はやくも８年がたち、機器の整備が必要となり、撮影条件等

の見直しが必要となっています。

　われわれ診療放射線技師の重要な業務である線管理の一環

として撮影装置の線量測定を実施し、受診者の被ばく線量に

対する質問に答えられる様、基礎データーの収集を行ってま

いります。

３．社会還元事業

　平成元年より取り組んでいます社会還元事業として札幌里

親会への寄付は、今年度も継続させて頂きます。

　長年にわたりこの事業に賛同して頂きあらためて会員各位

に感謝申し上げるとともに本事業の継続にご理解下さいます

ようよろしくお願い申し上げます。

４．市民公開講座の開催

　一昨年より市民に対し医療の現状を伝える機会として、ま

た放射線技師会を市民にアピールする場として北海道放射線

技師会と共同開催という形で開催しております市民公開講座

ですが、本年度も昨年度と同様の形で開催いたします。

５．札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会への講師派遣

　札幌市において、乳がん検診実施施設に従事する診療放射

線技師のマンモグラフィに関する知識と資質向上を図ること

を目的に、平成16年より開催されていますが、本年度も当会

より会員を講師として派遣していきます。

６．札幌市立高校職場体験学習への協力

　将来を担う高校生に対して生き方や進路について診療放射

線技師という職業を通して体験学習を行いたいということで、

札幌市教育委員会の要請により平成20年から実施しています

が、本年も継続して行っていきます。

　【組織強化事業】

１．財務

　昨年度は一般社団法人への移行により予算は公益目的支出

計画書にそった事業計画をたて、公益目的支出が50％を超え

ることが出来ました。今年度の予算案につきましては、昨年

度の会費納入率（80％）を加味した予算とさせて頂き、公益目

的支出50％以上を目指した予算とさせていただきます。詳細

は後ほど、予算（案）にてご説明申し上げます。

　会費は当会事業の根幹となるものですので、引き続き会費

納入率向上を目指し努力いたしますが、会員の皆様におかれ

ましては早期納入をお願いします。

２．庶務

　ここ数年当会から発行した会報等が宛名不明や退職等によ

り戻ってくるケースが増えています。

　また日本診療放射線技師会の生涯学習ポイント及び社会貢

献ポイントが地方会主催の研修会等参加でも取得できるよう

になりました。

　これらにより、会員データーベースの整備が必要となり、

数年ぶりの会員動向調査を行います。会員皆様のご協力お願

いします。

３．情報企画

　本年もブロック活動推進を目標にブロック長会議を開催し、

ブロック活動について意見交換を積極的に行っていきます。

昨年実視できなかった未活動ブロックへの支援活動を積極的

に行ってまいります。

　技術支援につきましては、本年度も継続といたします。

　昨年度から定期刊行物として年３回の会報を発行いたしま

した。今年度は掲載内容として極力、報告をホームページに

掲載し学術ページの充実を図ってまいります。

　ホームページ（以下HP）につきましては、逐次、内容の

更新を図り、各ブロックのHPを含めてさらに内容充実を図

っていきます。

　一昨年度よりFacebook、Twitter 等ソーシャルネットサー

ビスを立ち上げ、双方向に当会の最新情報を共有できるよう

にしましたので今年度もご利用お願いいたします。

　その他、他団体との交流などは従来通り実施していきます。

４．福利厚生

　職能団体としての当会の事業として、学術と並ぶ大きな柱

の福利厚生においては、組織強化を図るため、会員交流・親

睦事業も例年通り展開していきたいと思います。

　好評であります札幌ドーム野球観戦は７月に実施予定です。

また伝統の野球大会は、本年度は全道大会の開催が無い年で

すので、参加チームが他の大会と重ならない日程で９月を予

定しています。

　福利につきましては、従前通りの内容で継続していきます。

　本年度も、「学術研修」を中心に「地域医療への貢献」「組織

の強化」を目標に、公益性を重視した一般社団法人として取り

組んでまいりますので、会員の皆様にはさらなるご支援ご協力

をお願い申し上げます。

　以上、平成25年度事業計画概要を述べ総括とします。

各部事業計画案

１．庶務部
１）会員動向の把握　（会員データベースの整備）
２）各部の連携強化
３）会議録の作成・整理保管
４）各種事業関係書類の作成・記録及び整理
５）備品の管理

２．学術部
１）学術関連事業の充実（学術研修会・会員勉強会・イブニ
ングレクチャ等）
２）夜間急病センター出向施設代表責任者会議の開催
３）夜間急病センターへの技術協力（出向会員向け講習会の
開催）
４）夜間急病センター撮影装置線量測定
５）札臨技合同企画の実施（合同講演会、合同研修会等）
６）札幌市乳がん検診実施施設における乳房撮影装置平均乳
腺線量調査

３．情報企画部
１）札放技会報の定期刊行（会報No.51,52,53）
２）広報活動（ホームページ、Facebook、Twitter）の充実
３）ブロック活動の推進 ･強化と援助（未活動ブロックへの
協力支援）

４）ブロック長会議の開催
５）技術支援の推進と強化
６）社会還元事業の継続
７）関係団体 ･他支部技師会との交流

４．福利厚生部
１）福利共済制度の充実
２）会員の親睦交流の推進（ブロック親睦活動への協力・協賛）
３）野球大会、ドーム観戦等の事業の参加推進 ･強化

平成25年度事業計画（案）
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平成24年度会員動向
新入・転入会員

泉　　保弘	 社会医療法人医仁会　中村記念病院	 060-8570　札幌市中央区南１条西14丁目
吉村　高明	 国立大学法人　北海道大学病院	 060-8648　札幌市北区北14条西５丁目
山口　　仰	 国立大学法人　北海道大学病院	 060-8648　札幌市北区北14条西５丁目
濱口　裕行	 国立大学法人　北海道大学病院	 060-8648　札幌市北区北14条西５丁目
谷井　大介	 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院	 006-8555　札幌市手稲区前田１条12丁目１－40
菊池　志向	 社会医療法人　蘭友会　札幌里塚病院	 004-0811　札幌市清田区美しが丘１条６丁目１－５
小野　浩昌	 医療法人　札幌円山整形外科病院	 060-0007　札幌市中央区北７条西27丁目１－３
藤原　太郎	 国立大学法人　北海道大学病院	 060-8648　札幌市北区北14条西５丁目
林　　若樹	 新札幌整形外科病院	 004-0022　札幌市厚別区南２丁目２－32
富永　大輝	 医療法人　麻生整形外科病院	 001-0908　札幌市北区新琴似８条２丁目２－５
佐々木　誠	 自衛隊札幌病院	 062-8610　札幌市豊平区平岸１条12丁目１－32
秦野　敦史	 JA北海道厚生連　札幌厚生病院　医療技術部	 060-0033　札幌市中央区北３条東８丁目５
永井　　信	 JA北海道厚生連　札幌厚生病院　医療技術部	 060-0033　札幌市中央区北３条東８丁目５
西谷内琢也	 JA北海道厚生連　札幌厚生病院　医療技術部	 060-0033　札幌市中央区北３条東８丁目５
中居　智弥	 社会医療法人医仁会　中村記念病院	 060-8570　札幌市中央区南１条西14丁目
鈴木　　隆	 JA北海道厚生連　札幌厚生病院　医療技術部	 060-0033　札幌市中央区北３条東８丁目５
中西　光広	 北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院	 060-8543　札幌市中央区南１条西16丁目
沼澤香夏子	 北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院	 060-8543　札幌市中央区南１条西16丁目
石田　真美	 医療法人　札幌山の上病院	 063-0006　札幌市西区山の手６条９丁目１番１号
大場　久照	 北海道情報大学	 069-8585　江別市西野幌59－２
竹内　光雄	 長沼整形外科	 069-1346　夕張郡長沼町西町１丁目８番15号
永井　　等	 北海道旅客鉄道株式会社　JR札幌病院	 060-0033　札幌市中央区北３条東１丁目１番地
石場　昌勝	 医療法人社団　履信会　さっぽろ下手稲整形外科	 006-0815　札幌市手稲区前田５条12丁目14－35
表原　直貴	 医療法人社団朋仁会　整形外科北新病院	 003-0823　札幌市白石区菊水元町３条３丁目１－18
安藤　悠矢	 財団法人　北海道労働保健管理協会	 003-0024　札幌市白石区本郷通３丁目南２番13号
安達　政一	 医療法人　彰和会　北海道消化器科病院	 065-0041　札幌市東区本町１条１丁目２－10
武田　啓史	 社会医療法人禎心会	新札幌恵愛会病院	 004-0041　札幌市厚別区大谷地東５丁目５－35
秋山　正樹	 医療法人社団正心会　岡本病院	 060-0007　札幌市中央区北７条西26丁目３－１
松浦　浩司	 ＪＡ北海道厚生連	病院事業推進部	病院管理課	 060-0004　札幌市中央区北４条西１丁目１番地 JAビル９F
次田　貴章	 独立行政法人　国立病院機構北海道医療センター	 063-0005　札幌市西区山の手 5条 7丁目 1番 1号
仙北　達也	 江別市立病院	 067-8585　北海道江別市若草町６の１
塩田　正和	 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院	 006-8555　札幌市手稲区前田１条12丁目１－40
小寺　秀一	 医療法人　札幌麻生脳神経外科病院	 065-0022　札幌市東区北22条東１丁目１－40
加藤　久貴	 自宅
柴田　康志	 医療法人社団　土田病院	 064-0921　札幌市中央区南21条西９丁目２－11
田中　　知	 独立行政法人	国立病院機構	北海道がんセンター	 003-0804　札幌市白石区菊水４条２丁目３番の54
田仲　健朗	 北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院	 060-8543　札幌市中央区南１条西16丁目
赤川　真人	 特定医療法人　札幌白石脳神経外科病院	 003-0026　札幌市白石区本通８丁目南１番10
林　　拓磨	 自宅
松山　智志	 独立行政法人	国立病院機構	北海道がんセンター	 003-0804　札幌市白石区菊水４条２丁目３番の54
荒川　康志	 医療法人友愛会　友愛記念病院	 069-0805　北海道江別市元野幌821－１
橋本　　彰	 岩見沢江仁会病院	 068-0833　岩見沢市志文町297番地13
吉田　博一	 国立大学法人　北海道大学病院	 060-8648　札幌市北区北14条西５丁目
高梨　　舞	 北海道旅客鉄道株式会社　JR札幌病院	 060-0033　札幌市中央区北３条東１丁目１番地
梁瀬　　英	 北海道立子ども総合医療・療育センター	 006-0041　札幌市手稲区金山１条１丁目240－６
村井　浩滋	 石狩保健環境部保健行政室	 069-0811　江別市錦町４番地１
山本　章弘	 自宅
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物故会員

鈴木幸太郎
瀧川　幹雄

終身会員

小野　敏秋
山口　福司
万年　道雄
大野　一夫
青山　　聰
東　　正幸
江間　　忠
中島善次郎
山上　　浩
水野　　茂
永井　義彦
萩原　康司
佐々木幸男
佐藤　好勝
渕上　勇次
宮崎　啓一
中西　采巳

事業の企画に関すること
文章の作成に関すること（対外的）
文章の収受発送に関すること
役員会事務に関すること
役員の年間推移に関すること
公印の管守に関すること
図書、文章保管に関すること
郵便切手の受払に関すること

会務及び事業の監査に関すること
財産の状況の監査に関すること
理事の業務執行の監査に関すること

会費（歳入歳出）事務に関すること
研修費（歳入歳出）事務に関すること
事務費（歳入歳出）事務に関すること
財産事務に関すること
物品購入に関すること
備品の出納保管に関すること
同好会の助成金に関すること

学術担当の総括に関すること

庶務担当の総括に関すること

会務の総括に関すること会　　長
役職名 分　　掌　　事　　務

庶　　務

会　　計

副 会 長
（庶務）
副 会 長
（学術）
監　　事
（２名）

会の事業企画に関すること
組織の向上に関すること
事業の企画に関すること
放射線業務の普及、啓蒙に関すること
会員の待遇改善資料作成に関すること
シオリ作成に関すること
情宣活動に関すること

事業の企画に関すること
学術研修に関すること
対外的技術協力に関すること
急病センターに関すること

事業の企画に関すること
会員の福利厚生事業に関すること
１） 親睦事業に関すること
２）会員の慶弔見舞いに関すること
３） 調査事務に関すること

福利厚生
役職名 分　　掌　　事　　務

情報企画

学　　術

主な分掌事務内容

組織機構及び各分担任務

庶　務　部 会　計　部

会　　長

副　会　長
（庶　務）

副　会　長
（学術部）

福利厚生部 学　術　部 情報企画部

監　　事
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一般社団法人 札幌放射線技師会 定款

平成23年４月28日　制定
平成24年４月１日　施行

第１章　　総　　　　則

（名　称）
第 1条　この法人は、一般社団法人札幌放射線技師会と称する。
（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。

第２章　　目的及び事業

（目　的）
第３条　この法人は、診療放射線技術の向上発展に務め、並び

に会員の職業倫理及び技術水準の向上を図り、もって地
域住民の健康保持増強に寄与することを目的とする。

（事　業）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行

う。
⑴　診療放射線学および診療放射線技術の向上発展に関
する事業
⑵　他医療団体との連携を通して地域医療の確保に関す
る事業
⑶　診療放射線学に関する研究と啓蒙に関する事業
⑷　会員の職業倫理の向上に関する事業
⑸　診療放射線技師及び診療エックス線技師の生涯教育
に関する事業
⑹　会員の福利厚生に関する事業
⑺　前各号の趣旨を目標とした印刷物の発行に関する事
業
⑻　その他この法人の目的達成に必要な事業

第３章　　会　　　　員

（種　別）
第５条　この法人は、札幌市、江別市、北広島市、石狩市、当

別町内に住所又は勤務先所在地を有する診療放射線技師
及び診療エックス線技師の資格を有し、この法人の目的
に賛同して入会した者を会員とする。
２　前項の会員をもって一般社団法人及び一般社団法人に
関する法律（以下「一般社団法人・財団法人法」という。）
に規定する社員とする。

（入　会）
第６条　会員として入会しようとする者は、理事会において別

に定める入会申込書を提出の上、理事会の承認を得なけ
ればならない。

（経費の負担）
第７条　この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるた

め、会員は総会において別に定める会費を支払う義務を
負う。

（任意退会）
第８条　会員は、理事会において別に定める退会届を提出する

ことにより、任意にいつでも退会することができる。
（除　名）
第 9条　会員が、次のいずれかに該当する場合は総会において

総会員の半数以上であって総会員の議決権の３分の２以
上の多数による決議により除名することができる。
⑴　この定款その他の規則に違反したとき
⑵　当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をし
たとき
⑶　その他除名すべき正当な事由があるとき
２　前項の規定により会員を除名しようとするときは当該
総会の日から１週間前までに当該会員に通知し、かつ総
会で弁明の機会を与えなければならない。
３　会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、
その旨を通知しなければならない。

（会員資格の喪失）
第10条　会員が、次のいずれかに該当する場合、その資格を喪

失する。
⑴　退会したとき。
⑵　死亡し、又は失踪宣言を受けたとき。
⑶　第７条の支払い義務を２年以上履行しなかったとき。
⑷　除名されたとき。
２　前項第３号により資格を喪失した者であっても、支払
い義務を履行した場合は、その資格を回復することがで
きる。

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）
第11条　会員が第10条の規定により、その資格を喪失したとき

は、会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未
履行の義務はこれを免れることはできない。

第４章　　総　　　　会

（構　成）
第12条　総会は、すべての会員をもって構成する。
２　前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総
会とする。

（権　限）
第13条	総会は、次の事項について決議する。

⑴　会員の除名
⑵　役員の選任及び解任
⑶　役員の報酬等の額
⑷　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）
ならびにこれらの附属明細書の承認
⑸　定款の変更
⑹　解散及び残余財産の処分
⑺　会費等の額
⑻　その他総会で決議するものとして法令又はこの定款
で定められた条項

（種類及び開催）
第14条　総会は、定時総会及び臨時総会の２種とし、定時総会

は毎事業年度終了後３箇月以内に開催する。
２　臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴　理事会において開催の決議がなされたとき
⑵　総会員の議決権の10分の１以上を有する会員から総
会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面に
より招集の請求が会長にあったとき。

（招　集）
第15条　総会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の

決議に基づき、会長が招集する。
２　総会員の議決権の10分の１以上の議決権を有する会員
は会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を
示して、総会の招集を請求することができる。
３　前項の規定による請求があったとき、会長はその請求
があった日から６週間以内の日を総会の日とする総会の
招集の通知を発しなければならない。
４　総会を招集するときは総会の日時、場所及び目的であ
る事項を記載した書面をもって、開催日 1週間前までに
通知を発しなければならない。
５　総会に出席しない会員が書面で議決権を行使すること
ができることとするときは、前項の通知には、一般社団・
財団法人法第41条第１項に規定する議決権の行使につい
て参考となるべき事項を記載した書類及び会員が議決権
を行使するための書類を添付し、開催日の２週間前まで
に通知を発しなければならない。

（議　長）
第16条　総会の議長は、その総会において、出席会員の中から

選出する。
（定足数）
第17条　総会は、会員総数の議決権の２分の１以上を有する会

員の出席がなければ開会することができない。
（議決権）
第18条　総会における議決権は、会員１名につき１個とする。
（決　議）
第19条　総会の決議は一般社団・財団法人法第49条第２項に規

定する事項及びこの定款に特に規定する事項を除き、総
会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した
当該会員の議決権の過半数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数
以上であって、総会員の議決権の３分の２以上に当たる
多数をもって行う。
⑴　会員の除名
⑵　監事の解任
⑶　定款の変更
⑷　解散
⑸　合併
⑹　事業の全部又は一部の譲渡
⑺　その他法令で定められた条項
３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、

候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理
事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上
回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票
数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することと
する。

（議決権の代理行使）
第20条　総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を

証明する書面を提出して、他の会員を代理人としてその
議決権を代理行使させることができる。この場合に行使
された議決権の数は、出席した会員の議決権の数に参入
する。

（書面による議決権の行使）
第21条　第15条第５項の場合、総会に出席しない会員は、議決

権を行使するための書類に必要事項を記載し、議決権を
行使することができる。この場合に行使された議決権の
数は、出席した会員の議決権の数に参入する。

（議事録）
第22条　総会の議事録については、法令の定めるところにより、

議事録を作成しなければならない。
２　前項の議事録には、議長及び出席した会員の中から総
会において選出された議事録署名人２名が記名押印する
ものとする。

第５章　　役　　　　員

（設　置）
第23条　当法人に、次の役員を置く。

⑴　理事16名以上20名以内
⑵　監事２名
２　理事のうち、１名を会長とし２名を副会長とする。
３　前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理
事とし、会長以外の理事のうち次条第２項により選任さ
れた理事をもって同法第91条第１項第２号の業務執行理
事とする。

（役員の選任）
第24条　役員は総会において会員のうちから選任される。ただ

し、監事のうち１名は会員外から選任することができる。
２　会長、副会長及び業務執行理事は理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
３　監事は当法人の理事および使用人を兼ねることはでき
ない。

（理事の職務及び権限）
第25条　理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に規定する

職務を行うほか、次の区分に応じ、職務を執行する。
⑴　会長は当法人を代表し、業務を執行する。
⑵　副会長は会長を補佐し、業務を掌握し、会長に事故
がある時は予め理事会の定める順序により、その業務
執行に係る職務（この法人を代表するものを除く）を
代行する。

２　会長及び業務執行理事は、毎事業年度４箇月を超える
間隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告
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しなければならない。
（監事の職務及び権限）
第26条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めると

ころにより、監査報告を作成する。
２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報
告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査すること
ができる。

（役員の任期）
第27条　理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時ま
でとする。
２　前項の規定に関わらず、任期の満了前に退任した理事
又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期に
ついては、それぞれ退任した理事又は監事の任期満了す
る時までとする。
３　理事又は監事について、再任を妨げない。

（欠　員）
第28条　理事又は監事は第23条に定める定数に足りなくなると

きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。

（報酬等）
第29条　理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事

に対しては、総会において定める総額の範囲内で別に定
める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支
給することができる。
２　前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償するこ
とができる。

（役員の解任）
第30条　理事及び監事は、総会の議決によって解任することが

できる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数
以上であって、総会員の議決権の３分の２以上の多数に
よる総会の決議を要する。

（顧　問）
第31条　この法人に顧問を若干名置くことができる。

２　顧問は会員以外の有識者から理事会の推薦により会長
が委嘱する。
３　顧問は会長の求めに応じて本会の運営に助言すること
ができる。
４　顧問は重要な会務について会長の諮問に答える。
５　第27条第１項、29条の規定は顧問について準用する。
６　顧問は、理事会の決議により解任することができる。
７　顧問について、その他必要事項はこれを別に定める。

（損害賠償責任の免除）
第32条　この法人は、役員の一般社団・財団法人法第 111 条第

１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する
場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令
に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、
免除することができる。

第６章　　理 　 事 　 会

（構　成）
第33条　この法人に理事会を置く。
２　理事会は、すべての理事で構成する。

（権　限）
第34条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職

務を行う。
⑴　この法人の業務執行の決定
⑵　理事の職務の執行の監督
⑶　会長、副会長の選定及び解職

（招　集）
第35条　理事会は、会長が招集する。
２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め
理事会の定める順序により副会長が招集する。
３　理事会を招集する者は、理事会の日の１週間前までに、
各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並び
に日時及び場所、その他必要な事項を記載した文章によ
り通知を発しなければならない。
４　前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意が
あるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催
できる。

（議　長）
第36条　理事会の議長は、当該理事会において出席した理事の

中から選出する。
（定足数）
第37条　理事会は当該理事会における決議に加わることができ

る理事の過半数の出席がなければ開会することができな
い。

（決　議）
第38条　理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その
決議に特別な利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。
２　理事が理事会の決議の目的である事項について提案し
た場合において、その提案について議決に加わることの
できる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の
意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会
の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述
べた時は、その限りでない。

（議事録）
第39条　理事会の議事について、法令で定めるところにより、

議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名ま
たは記名押印しなければならない。

第７章　　資産及び会計

（事業年度）
第40条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年

３月31日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
第41条　会長は毎事業年度開始の日の前日までに事業計画書、

収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければなら
ない。これを変更する場合も、同様とする。
２　前項の書類については、理事会の承認を経た後、定時
総会に報告するものとする。
３　第１項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間は、
主たる事務所に備え置くものとする。

（事業報告及び決算）
第42条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度

終了後３箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出
するものとする。
⑴　事業報告
⑵　事業報告の附属明細書
⑶　貸借対照表
⑷　損益計算書（正味財産増減計算書）
⑸　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）
の附属明細書

２　前項第１号及び第２号の書類は定時総会にその内容を
報告し、第３号から第５号までの書類は、定期総会で承
認を受けなければならない。
３　第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年
間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に
備え置くものとする。
４　貸借対照表は、第２項の定時総会終結後、遅滞なく公
告しなければならない。

（剰余金の処分制限）
第43条　この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第８章　　定款の変更、合併及び解散

（定款の変更）
第44条　この定款は、総会の決議によって変更することができ

る。
（解　散）
第45条　この法人は、総会の決議、その他法令で定められた事

由により解散する。
（合　併）
第46条　この法人は、総会の決議により合併することができる。
（事業の全部又は一部の譲渡）
第47条　この法人は、総会の議決により事業の全部又は一部を

譲渡することができる。
（残余財産の帰属）
第48条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、

総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国もし
くは地方公共団体に贈与するものとする。

第９章　　公 告 の 方 法

（公告の方法）
第49条　この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

ただし、第42条第４項に定める公告については、一般社

団法人・財団法人法第 128 条第３項に規定する措置によ
り開示する。

第10章　　雑　　　　則

（委　任）
第50条　この定款に定めるもののほか、この定款の施行につい

て必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

附　則
１　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施
行に伴う関係法令の整備等に関する法律第 121 条第１項にお
いて読み替えて準用する同法第 106 条第１項に定める一般法
人の設立の登記の日から施行する。
２　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関
係法令の整備等に関する法律第 121 条第１項において読み替
えて準用する同法第 106 条第１項に定める特例民法法人の解
散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条
の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末
日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
３　この法人の最初の会長は松村俊也とし、副会長は関戸雄一、
大元秀近とする。
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総 会 議 事 規 程

平成24年４月１日　施行

第１章　　総　　　　則

第１条　この規程は、定時総会及び臨時総会を民主的、かつ能
率的に運営することを目的とする。

第２条　総会は、当日出席会員をもって構成する
第３条　会員は。議長の統制に服し、その許可を得て発言する

２　会員は、会議の開会時刻を守るとともに閉会以前に退
席しようとするときは、議長の許可を要する。

第４条　議案は、原則として１件ずつ審議される。
第５条　議事は、原則として公開される。

第２章　　招　　　　集

第６条　定款第 14、15 条に基づき、総会を招集しようとする時、
会長はその２週間前までに開会の日時、議案、その他の
必要事項を理事に通知し、資料を送付する。ただし、緊
急を要するときはこの限りではない。

第３章　　資格審査委員会

第７条　総会は、会員の資格を審査し、かつ総会の成立の可否
を審査するため、資格審査委員会を設ける。

第８条　資格審査委員会は、会員より３名の委員で構成する。
その委員は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第９条　資格審査委員会は互選によって委員長を置く。
２　資格審査委員長は、審査の結果を総会に報告する。

第10条　資格審査の方法は、資格審査委員会で定める。
第11条　資格審査委員の任期は２年とし、欠員が生じたときは

委員の補充を行う。その場合の任期は前任者の残存期間
とする。

第４章　　総会運営委員会

第12条　総会は、民主的、かつ能率的に運営するために、総会
運営委員会を設ける

第13条　総会運営委員会は、会員より３名の委員で構成する。
その委員は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第14条　総会運営委員会は、互選によって委員長を置く。
第15条　総会運営委員会は、総会の付託に基づいて次の事項を

審議し、その結果を総会に諮り、承認を得たうえで実施
する。
⑴　議長団の選出
⑵　議場混乱時の収拾
⑶　その他総会運営についての必要事項

第16条　総会運営委員の任期は２年とし、欠員が生じたときは
ときは委員の補充を行う。その場合の任期は前任者の残
存期間とする。

第５章　　議長及び職員

第17条　総会は、議事運営のため議長を１名、副議長を１名、
書記若干名、採決係若干名、会場整理係若干名の職員を
置く。
２　職員は総会の承認を得て議長が指名し、必要に応じて、
総会の構成員以外の会員または非会員の中より選ぶこと
ができる。

第18条　議長は会議を統括して議場の秩序を保持し、かつ議事
の整理を行う。

第19条　副議長は議長を補佐し、議事が円滑に進行するよう配
慮する。議長がやむを得ず交代しなければ成らない状態
の時は、議長は議場に議長交代を宣言し副議長が議長の
任に就く事が出来る。

第20条　書記は、議長と各種委員会の指示によって、総会事務
を処理する。採決係は採決の結果を集計する。会場整理
係は場内外の整備にあたる。

第６章　　議　　　　事

第21条　発言ないし動議は、上程されている議題に関係し議事
規程にかなっていなければならない。
２　動議に提案がなされたときは、議長は会議に諮りその
採否を決めなければならない。

第22条　前条の定めにかなっていない発言ないし動議を議長は
拒否することができる。
２　この議長の措置に対し不満の者は、総会運営委員会を
経て、異議を申し立てることができる。ただし、この申
し立ては10名以上の支持を必要とする。

第７章　　採　　　　決

第21条　議長は採決しようとする議案の内容と採決の方法を明
瞭に会議に告げ、その確認を得た上で採決に入ることを
宣言する。

第22条　採決宣言後は、その採決の完了まで緊急事態の発生を
除いては、会員の発言を一切認めない。

第23条　採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の４
種とし、その選用しようとする方法を会議に諮って採決
する。
　ただし、その採決の方法は挙手による。採決の順番は、
原則として原議案に対する反対、保留、賛成の順序で行
う。会員はすでに行われた表決の更正を求めることはで
きない。

附　則
１．この規程を改廃するときは理事会の議決によらなければな
らない。
２．この規程に定めない事項は、その都度必要に応じて総会で
定め、その総会のみに効力をもつ。
３．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月 1日）から施行する

役 員 選 挙 規 程

平成24年４月１日　制定

第１条　この規程は、一般社団法人札幌放射線技師会定款第24
条に従って行われる役員選挙に関して定める。

第２条　定款第５条第１項により会員として登録された者は、
この規程に定める選挙の選挙権を有する。

第３条	 選挙を行うため理事会の承認を得て、選挙管理委員会
を置く。

第４条　選挙管理委員会は、会員より３名の委員で構成する。
その委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
２　委員長は互選により選出する。
３　選挙管理委員の任期は２年とし、欠員が生じたときは
委員の補充を行う。その場合の任期は前任者の残存期間
とする。

第５条　選挙管理委員会は次の事務を行う。
⑴　選挙の告示
⑵　役員の候補者の届出の受理、資格審査及び候補者氏
名の発表
⑶　役員選挙における投票、開票の管理及び投票の有効、
無効の判定
⑷　選挙結果を総会に報告する。
⑸　その他選挙管理に必要な事項

第６条　選挙管理委員の任期は２年とし、役員選挙のある前年
の総会において会員の中から選出する。

第７条　理事及び監事に立候補しようとする者、または推薦し
ようとする者は総会開催日の１週間前までに選挙管理委
員会に届出なければならない。推薦の場合は本人の同意
を必要とする。

第８条　選挙は立候補届出のあった者について、総会議事規程
第２条に定める会員の無記名投票により実施する。

第９条　投票は次の順序によって行う。
⑴　理事
⑵　監事

第10条　当選者はそれぞれの有効投票数を得た者から高点順に
決める。

第11条　候補者が締め切り時を過ぎても役員定数を超えないと
きは無投票で当選者を決める。

附　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の議決によらなければ
ならない。
２．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

理事会運営規程

平成24年４月１日　制定

第１章　　総　　　　則

（目　的）
第１条　この規程は、一般社団法人札幌放射線技師会（以下、「当

法人」という）の定款第33条に基づき、当法人の理事会
に関する事項を規定し、その適法かつ円滑な運営を図る
ことを目的とする。

（理事会の開催）
第２条　理事会は年２回以上開催する。
（理事会の構成）
第３条　理事会はすべての理事及び監事をもって構成する。

第２章　　理事会の招集

（招集者）
第４条　定款第35条第１項および第２項に基づき、会長が招集

する。
（招集通知）
第５条　定款第35条第３項により招集する。
２　会長は、前項の文書による通知の発出に代えて、理事
及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出する
ことができる。
３　定款第35条第４項により、理事及び監事の全員の同意
があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開
催することができる。

第３章　　理事会の議事

（理事会の議長）
第６条　理事会の議長は、出席理事１名がこれにあたる。
（定足数）
第７条　理事会は定款第37条の規定により、理事の過半数の出

席がなければ会議を開くことができない。
（理事会の決議方法）
第８条　定款第38条第１項により、理事会の決議は議決に加わ

る事ができる理事の過半数が出席しその過半数をもって
行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事
は決議に加わる事ができない。
２　前項の場合において、議長は理事会の議決に理事とし
て評決に加わることはできない。

（議決権の代理行使禁止）
第９条　理事会に出席できない理事は、委任状その他の代理権

を証明する書面をもって、他の理事を代理人としその議
決権を代理行使させることはできない。

（決議の省略）
第10条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案し
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た場合において、その提案について議決に加わる事ので
きる理事全員が書面電磁的記録により同意の意思を示し
たときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があっ
たものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べ
たときは、その限りではない。
２　前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律（以下、「一般社団・財団法人法」という。）
施行規則第89条に定めるものをいう。

（報告の省略）
第11条　理事または監事が理事及び監事の全員に対し、理事会

に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項
を理事会に報告することを要しない。

（監事の出席）
第12条　監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
（関係者の出席）
第13条　理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者

の出席を求めて、その意見を徴することができる。
（議事録）
第14条　定款第39条の規程に基づき、法令で定めるところによ

り書面をもって議事録を作成し、出席した会長及び監事
がこれに署名または記名押印しなければならない。
２　前項の記載事項は次のとおりとする。
⑴　開催された日時及び場所
⑵　議事の経過の要領及びその結果
⑶　議長の氏名

（議事録の配布）
第15条　議長は、欠席した理事及び監事に対して議事録の写し

及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞な
く報告するものとする。

第４章　　理事会の権限

（権　限）
第16条　理事会は、当法人の業務執行を決定し、理事の職務の

執行を監督するとともに会長、副会長及び理事の選定及
び解職を行う。

（役員の選定）
第17条　理事会は、前条に規定する会長を決定するにあたり、

出席理事の過半数の同意に基づき会長候補を選出し、会
長候補者の意向を踏まえ、副会長及び理事候補者も選出
し、本人の同意を得て推挙し、出席理事の過半数の同意
を得て選定する。

（役員の解任）
第18条　役員の解職は定款第30条の規定に基づき実施する。
（決議事項）
第19条　理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

１　定款第34条に定める事項
２　事業報告及び計算書類の承認
３　事業計画書及び収支予算書等の承認
４　その他業務執行に関し理事会が必要と認める事項

（報告事項）
第20条　会長ならびに理事は、毎事業年度ごとに２回以上、職

務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
２　監事は、理事が不正行為、もしくはその行為をする恐
れがあると認めたとき、または法令もしくは定款に違反
する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めると
きはこれを理事会に報告しなければならない。

附　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。
２．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

組 織 運 営 規 程

平成24年４月１日　制　　定
平成25年４月１日　一部改定

第１章　　総　　　　則

第１条　この規程は、一般社団法人札幌放射線技師会（以下、「当
法人」という。）定款に基づいて、当法人の運営及び活動
に際して必要な組織並びに機構を定め、会員の協力と緊
密な連携による円滑な事務の遂行を図る事を目的とする。
２　本規程と定款の間に疑義が生じた場合は定款による規
定が優先する。

第２条　当法人は一般社団法人北海道放射線技師会の組織運営
規程第２条に従い、札幌支部とする。

第３条　当法人は、組織運用のために次のブロックを置く。
⑴　中央南
⑵　中央北
⑶　北
⑷　東
⑸　白石
⑹　厚別・清田
⑺　豊平・南
⑻　西・手稲
２　会員は、前項のいずれかのブロックに所属するものと
する。
３　ブロックの代表はブロック長とする。

第２章　　会　　　　長

第７条　会長の言動は、当法人の定款の精神に一致していなけ
ればならない。
２　会長は、当法人の目的達成に務めるとともに当法人の
名声を高め、会及び診療放射線技師の職業発展に努力す
る。

第８条　会長の職務は、定款及び諸規程に別に定めるもののほ
か、一般社団法人北海道放射線技師会の札幌支部長を務
める。

第３章　副 　 会 　 長

第９条　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれ
を代行する。
２　定款第25条に定める会長の職務代行順位は、互選によ
る。

第10条　副会長の職務は、定款に定めるもののほか、当法人の
任務を総括する。

第11条　副会長は、あらかじめ分掌を定め、円滑に運営される
ように調整する。

第４章　　理　　　　事

第12条　定款第25条に定める業務の範囲並びに担当は次のとお
りとする。
⑴　庶務部担当理事は、文書の作成、文書の収受発送、
役員会の事務、会員の年間推移、公印の管理、図書や
文書保管に関する任務を行う。
⑵　会計部担当理事は、会費の事務、出向管理費事務、
事務費事務、財産事務、物品購入、備品の出納保管、
同好会の助成金に関する事務を行う。
⑶　福利厚生部担当理事は会員の福利厚生事業、親睦事
業、会員の慶弔見舞い、調査事務に関する任務を行う。
⑷　学術部担当理事は、学術研修、対外的技術協力、急
病センターに関する任務を行う。
⑸　情報企画部担当理事は、組織の向上、放射線業務の
普及・啓蒙、会員の待遇改善資料作成、しおり作成、
情宣活動、広報に関する任務を行う。

２　総会並びに理事会の決定した事項の執行に関すること
を行う。
３　理事は前２項の職務のほか、会長あるいは理事会の任
による職務を行う。
４　理事は会議等において知り得た秘密を法律その他正当
な理由なくして他に漏らしてはならない。理事を退任し
た場合も同様とする。

第13条　理事会の議事については次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
⑴　理事会の日時及び場所
⑵　出席理事の職・氏名
⑶　議案
⑷　議事経過の概要及び結果

第14条　定款第25条に定める職務の代行順位は本規程第15条第
２項の順位とする。

第５章　　機　　　　構

第15条　会長、副会長及び理事は執行部を組織する。
２　執行部運営のために次の部を置く。
⑴　庶務部
⑵　会計部
⑶　福利厚生部
⑷　学術部
⑸　情報企画部

第16条　広報印刷物の編集は、編集委員会が行う。編集委員は、
副会長・情報企画部全員と庶務部・会計部・福利厚生部・
学術部各部の理事とする。

第６章　　委 　 員 　 会

第17条　会長が委員会を設置するときは、次の要件をもって設
置する。ただし、当法人諸規程に別に定める委員会につ
いては、この限りではない。
⑴　諮問内容、委託内容等、委員会設置目的の具体的な
明示。
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⑵　委員長及び委員の委嘱
⑶　設置期間の設定

第18条　委員会は、会長の諮問あるいは委託に対し審議、調査、
研究、企画、立案、制作、実施等その委員会の目的に応
じた活動をする。
２　委員会は、その活動による成果・結果を委員会設置期
間内に答申書、報告書等文書とともに会長に報告する義
務を負う。

第19条　委員会の活動により得られた成果の著作権、特許権及
び成果により生ずる利益等すべての権利は、当法人に帰
属するものであり、委員個人の権利は否定する。

第７章　　会　　　　議

第20条　必要な際には、以下の会議を開催する。
⑴　学術連絡会議
⑵　ブロック長会議

第21条　学術連絡会議（以下「会議」という）は、会長が定款
第４条に基づき、学術関連事業を円滑に遂行するために
開催する。その会議は会長、副会長、学術部、情報企画
部各理事全員で構成する。
２　会議を開催するに当たり会長が必要と認めたならば、
議事に関係を有する者の出席を求めてその意見を徴する
ことができる。

第22条　ブロック長会議（以下「会議」という）は、会長が定
款第 4条に基づき、ブロック活動を円滑に遂行するため
に開催する。その会議は会長、副会長、企画情報部理事
全員、各ブロック担当理事、各ブロック長で構成する。

附　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。

２．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

委 員 会 細 則

平成24年４月１日　制定

第１条　この細則は、一般社団法人札幌放射線技師会（以下、「当
法人」という。）における委員会に関して定める。

第２条　当法人の会務運営上必要があるときは委員会を置く。
第３条　委員会は、その目的を冠して「○○委員会」という。
第４条　委員会は会長の諮問事項について、調査審議会、また

は立案してこれを答申する。
第５条　委員会は、委員長及び副委員長各１名、ならびに委員

若干名をもって構成する。
第６条　委員長は特別事項の調査審議および立案にあたり、必

要と認めるときは委員会に特別委員を置くことができる。
第７条　委員会の設置、改廃ならびに委員長、副委員長、委員、

特別委員の任免は、会長がこれを行う。
第８条　委員会の開催日時及び場所は、委員長がこれを定める。
第９条　委員会は、委員（特別委員を置いたときはこれを含む）

の過半数の出席がなければ開催することができない。
第10条　委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって議決

する。可否同数の時は、委員長がこれを決定する。
第11条　委員長は委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
第12条　副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき

には、委員長の職務を代行する。
第13条　委員は委員長の指示を受け委員会の会務を処理する。
第14条　委員会は付議された事項に関して報告書を作成し、こ

れを会長に提出しなければならない。
第15条　委員会議事は、その経過の要領および結果を議事録に

記載し、出席した委員がこれに記名捺印する。

附　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。
２．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

同 好 会 細 則

平成24年４月１日　制定

（目　的）
第１条　この規定は、一般社団法人札幌放射線技師会（以下、「当

法人」という）定款に基づいて	同好会（以下、「当会」
という）の運営及び活動に際して必要な組織並びに機構
を定め、会員の親睦を図ることを目的とする。

（会の構成）
第２条　当法人会員であって、定款第４条第８号に定められた

趣旨に従って、当法人が会員に助成するため、結成しよ
うとする会に賛同した会員により構成されること。

第３条　当会は、構成会員10名以上の会員数がなければ成立し
ない。

（申　請）
第４条　当会を結成しようとする場合は、会員名簿と申請書を

当法人に提出する。
（会の登録）
第５条　当会の申請に対し、当法人理事会に於いて協議の上決

定する。
（組　織）
第７条　当会の登録が認められたら直ちに責任者をおかなけれ

ばならない。
（活動報告）
第８条　責任者は年度毎に総会に当会活動内容の報告を行わな

ければならない。
（会の解散）
第９条　当会が長期にわたり活動を休止しているかまたは、当

会責任者より解散の申請がされた場合には、当法人理事
会に於いて協議の上決定する。

附　則
１．この細則を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。
２．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

会費負担金等に関する規程（案）

平成24年４月１日　制定

（定　義）
第１条　この規程は一般社団法人札幌放射線技師会（以下「当

法人」という）の定款７条に定める会費（以下「会費」
という。）について必要事項を定めるものである。

（会費の種類）
第２条　会費は年会費と出向会員会費の２種類とする。
（年会費）
第３条　年会費は年額 2,000円とする。
２　入会の時期による年会費の割引はしない。
３　年会費の納期は毎年度９月末日とする。ただし、新入
会、年度途中の入会はこの限りではない。
４　既納の年会費は、過払いおよび二重払いの場合を除き
返還しない。

（再入会時の負担金）
第４条　年会費未納のまま退会し、再入会しようとする会員は、

退会時における未納年会費を全額納入し、別に負担金
2,000円を納入しなければならない。

（出向会員会費）
第５条　札幌市医師会夜間急病センター（以下、「急病センター」

という。）に出向する会員（以下、「出向会員」という。）
は、出向１回当たり別表１で定める金額を出向会員会費
として納入しなければならない。

（臨時の徴収）
第６条　臨時または追加分のある時は、その都度徴収する。

附　則
１．この規程を改廃するときは理事会が発議し、総会の決議に
よらなければならない。
２．この規程は一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４月
１日）から施行する。

別表１　出向会員会費

 準夜帯（19：00～24：00) 深夜帯(24：00～7：00）

４０００円 ４０００円
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会費免除に関する規程

平成24年４月１日　制定

第１条　この規程は、会費免除の取り扱いについて必要事項を
定める。

（長期療養者等の免除）
第２条　療養のため１カ年以上離職したもので、会費免除の取

扱いを受けようとする者は、会費免除申請書（様式３号）
に１カ年以上療養のため離職したことを明らかにする医
師の証明書を添えて、一般社団法人札幌放射線技師会（以
下、「当法人」という。）に申請するものとする。ただし、
会費免除は２カ年を超えないものとする。

（その他の免除）
第３条　出産、育児・介護、海外勤務等のやむを得ない事情に

より、１カ年以上離職した者で、会費免除の取扱いを受
けようとする者は、会費免除申請書（様式３号）に１カ
年以上療養のため離職したことを明らかにする所属長の
証明書を添えて、当法人に申請するものとする。ただし、
会費免除は２カ年を超えないものとする。

（免除の対象者）
第４条　本規程に定める免除の対象者は、過去の会費が適正に

納められている場合に限る。

附　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。

２．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

互　助　規　程

平成24年４月１日　制定

第１条　この規程は、一般社団法人札幌放射線技師会（以下、
当法人という。）定款第４条第６項の福利厚生の精神に則
り、会員の団結を図り、共済を行うことを目的とする。

第２条　当法人会員の吉凶慶弔に対する贈呈は、この規程に定
めるところとする。
　ただし、事由が発生してから３ケ月以上届出がない場
合は、この規程に定める事項は消失する。

第３条　会員が結婚する場合、次の祝金および祝電を贈呈する。
（様式４号）

　　　　金　10,000円
　　　　祝電
　ただし、当法人代表の出席依頼があった場合は、会長
の判断とする。

第４条　会員が疾病により、30日以上入院または療養したとき
は、次の見舞金を贈呈する。（様式５号）
　　　　　金　7,000 円

　ただし、同一疾病および合併症の場合は、初回のみと
し診断書（コピー可）を添付すること。

第５条　会員が死亡したときは、弔意として香典等を会員の遺
族または葬祭を行った者に贈呈する。（様式６号）
１　香典　　金　20,000 円
２　弔電
３　生花
　この場合、当法人代表は原則として出席するものとす
る。
　会員の家族が死亡したときは、次の各号により弔電・
生花等を贈呈する。（様式６号）
１　配偶者・子
２　実父母
３　その他同居の一等親（配偶者の両親も同居の場合のみ
含む）
　　ただし、当法人代表の出席は会長の判断とする。

第６条　会員または会員の親族は、前各条（第２条から第５条）
の事項に該当するときは、電話等により当法人に連絡後
直ちに所定の様式によって当法人へ届出をするものとす
る。ただし、会員および会員親族の死亡の場合は当法人
会員からの連絡でも可とするが、届出は同様とする。
　なお、上記各条に該当する会員は、年度までの会費を
納めていなければ適用されない。

第７条　この規程の運用は、福利厚生担当理事があたり、事業
結果は当法人理事会に報告し承認を受けるものとする。

ブロックに関する規程

平成24年４月１日　制定

（目　　的）
第１条　この規程は一般社団法人札幌放射線技師会（以下「当

法人」という。）における定款第１章第３条の目的及び第
４条の諸事業達成のためブロックをおくことに関する事
項を定めたものである。

（適用範囲）
第２条　ブロックは札幌市の行政区に基づき次の通りとする。

⑴　中央南
⑵　中央北
⑶　北
⑷　東
⑸　白石
⑹　厚別・清田
⑺　豊平・南
⑻　西・手稲
　ただし、中央北と中央南は大通りにて分ける。

（会員の構成）
第３条　ブロックは、原則として定款第３章第５条に定める在

勤の会員（以下「会員」という）をもって組織する。た
だし、特別の理由ある者は理事会の承認を経て所属ブロ
ックを変更することができる。

（研 修 費）
第４条　当法人は、予算の範囲内においてブロック研修費を交

付する。
⑴　ブロックで研修事業を行う場合は「ブロック研修費
申請書」を理事会へ提出し、事業終了後「ブロック事
業報告書」を提出する。
⑵　ブロックで福利厚生事業を行う場合は「ブロック研
修補助金の交付申請書」を理事会へ提出し、事業終了
後「ブロック事業報告書」を提出する。

（運　営）
第５条　ブロックの運営は、この規程及び各ブロックの定める

規則による。

（役員の種類）
第６条　ブロックには次の役員をおく。

⑴　ブロック長　　　　　　１名
⑵　副ブロック長　　　　　２名

附　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。
２．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。
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技術支援に関する規程

平成13年４月26日　制　　定
平成14年４月25日　一部改正
平成24年４月１日　一部改正

はじめに
　一般社団法人札幌放射線技師会は、定款第３条の精神に基づ
き会員が急務等により一時休暇を取得する場合の技術支援およ
び退職会員の技能を社会に還元し、会員の福利相互扶助を実践
し無資格者による業務排除と地域医療への貢献を推進する目的
でこの規程を定める。

（総　　則）
第１条　この規程は一般社団法人札幌放射線技師会（以下「当

法人」という。）における技術支援に必要な事項を定める
とともに以下の事業を行う。
２　会員および会員の施設の要望により技術支援を行う。
３　技術支援協力会員登録制の実施。（支援可能な人材の登
録）

（支援期間および待遇）
第２条　技術支援の期間は、日雇的または臨時的な短期間とす

る。また技術支援に関わる賃金、手当（交通費等）に関
しては、別記に定める額を基本とする。

（技術支援要請）
第３条　技術支援を希望する場合は、あらかじめ当法人担当者

に連絡すること。
２　技術支援要請の際には当法人に対して、業務内容、賃
金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ所定の労
働条件通知書（別紙）の交付により明示すること。ただ
し緊急の必要性があり、あらかじめ労働条件通知書の交
付ができないときは、当該明示すべき事項を別の方法に
より明示すること。
３　労働条件通知書の内容が法令に対して違反したり、通
常の労働条件と比べ著しく不適当である場合、またはこ
の規程の主旨に反する場合には、受理しないこともある。
４　技術支援要請手数料は無料とする。

（技術支援協力会員・施設の登録）
第４条　技術支援協力者は、当法人会員に限る。
２　技術支援協力会員および施設は、あらかじめ所定の技
術支援登録票（別紙）に必要事項を記入の上、当法人担
当者に申し込み、理事会の承認を得て登録する。

（登録の抹消）
第５条　登録の抹消にはその理由とともに速やかに当法人担当

⑶　幹事　　　　　　　　若干名
⑷　監査　　　　　　　　　２名
　ただし、ブロック長が必要と認めた場合、会長及びブ
ロック内の会員の承認を得て、上記以外の役員をおくこ
とができる。

（役員の選任）
第７条　役員は、ブロックにおいて会員の中から選出する。

（役員の任期）
第８条　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

（ブロック長会）
第９条　当法人にブロック長会を置く。

２　ブロック長会は、当法人の会務執行に関する建議及び
連絡並びにブロックの運営に関する協議を行う。
３　ブロック長会は会長・副会長及びブロック長をもって
構成する。
４　ブロック長会は会長が必要と認めたとき、またブロッ
ク長の要請により会長が招集する。
５　ブロック長会は必要があるとき、理事、会員及び会員
以外の者の出席を要請することができる。

附　則
１．この細則を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。

２．この規程は一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４月
１日）より施行する。

者に連絡する。
２　会員が次のいずれかに該当するときは、登録申し込み
を条理しないことがある。また登録の抹消は理事会にお
いて決する。
⑴　当法人の名誉または会員としての名誉を毀損したと
き。
⑵　当法人の目的に違反、または秩序を乱したとき。
⑶　この規程に違反したとき。

（技術支援の紹介）
第６条　当法人は技術支援協力会員に対して、その希望と能力

に応じた技術支援要請施設を紹介する。
２　当法人は技術支援要請施設に対して、その希望に適合
する技術支援協力会員を紹介する。
３　紹介に際しては、業務内容、賃金、労働条件等をあら
かじめ書面にて提示する。
４　当法人は雇用条件に関する争議には関与しない。また
就労に関わる不慮の事故およびけが等については、派遣
先の施設が対応し当法人としては一切責任は負わない。
５　技術支援要請施設および技術支援協力会員双方の雇用
成立時は、業務契約書（別紙）に基づき契約書を作成、
双方で保管する。

（その他）
第７条　雇用関係が成立したときは、技術支援協力会員は速や

かに当法人担当者に報告すること。また雇用が成立しな
いときも同様とする。
２　雇用関係が終了したときも技術支援協力会員は速やか
に当法人担当者に報告すること。
３　この技術支援の手続きで知り得た個人的な情報はすべ
て秘密としてこれを他に漏らしてはならない。

附　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。
２．この規程は平成13年４月26日より施行する。
３．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

別記　　派遣基準賃金
⑴　基本的には時給 5,000円とする。
⑵　交通費等の手当てに関しては実費とする。
⑶　別記⑴の金額は公益社団法人日本放射線技師会が定めた
金額であり、あくまで目標値とするもので、時価に照らし
変動するものであり、要請施設との合意により取り決める。

札幌市医師会夜間急病センター
出向会員就業規程

平成23年４月１日　制　　定
平成24年４月１日　一部改正
平成25年４月１日　一部改定

第１章　　総　　　　則

（目　的）
第１条　この規程は、一般社団法人札幌放射線技師会（以下「当

法人」という。）定款第１章第３条及び第４条２項並びに
８項に基づき、札幌市医師会夜間急病センター（以下「急
病センター」という。）に出向する当法人会員（以下「出
向会員」という。）の就業に関する事項を定めたもので
ある。

（適応範囲）
第２条　この規程は急病センターへの技術協力として、出向し

勤務する会員に適用する。

（服務の原則）
第３条　出向会員はボランティア精神に基づき急病センターの

使命を充分に理解し、地域医療への貢献に努めなければ
ならない。
２　出向会員は当規程ならびに急病センターの規則等を遵
守し、急病センター職員の職務上の命令に従い、誠実か
つ公正にその職責を遂行しなければならない。

（法令及び就業規程との関係）
第４条　出向会員の業務に関することは、関係法令に定められ

るもののほかにこの規程に定めるところによる。

第２章　　出 向 会 員

（種　別）
第５条　出向会員は次の２種類とする。

⑴　出向会員：この事業に賛同し登録した当法人会員
⑵　特別出向会員：緊急の事態等により出向会員が出向
できない時に、代わりに勤務する会員

（条　件）
第６条　	出向者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

⑴　診療放射線技師の免許を有する者
⑵　従事する業務に必要な能力を有する者（技術研修を
修了したと認められる者）
⑶　当法人並びに一般社団法人北海道放射線技師会に在
籍し、期日までに当該年度年会費を支払っている者
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出席すること。
　　会議に欠席の場合、会議での決議は当法人の一任とす
る。
５　出向施設責任者会議に２年続けて欠席した場合、その
出向施設の出向資格を停止する。ただし、正当な理由が
ある場合はこの限りではない。

第３章　　勤　　　　務

（就業日程）
第12条　出向施設責任者は、出向予定表を出向月の１カ月前ま

でに担当役員まで届けなければならない。
２　届け出た出向予定に変更があった場合、必ず担当役員
に連絡をいれること。

（就業時間）
第13条　準夜帯の就業時間は 18：45 ～ 0：00 とする。

　深夜帯の就業時間は 23：45 ～ 7：00 とする。

（出勤の確認）
第14条　出向会員は業務日誌に必ず出勤時刻を記入すること。

（点　検）
第15条　準夜帯出向会員は始業前に決められた始業時点検を必

ず行うこと。
２　深夜帯出向会員は終業時に決められた終業時点検を必
ず行うこと。

（遅　刻）
第16条　都合により、就業時刻に間に合わない場合、遅刻とする。
２　遅刻の際には、すみやかに急病センターに電話連絡を
入れること。
３　遅刻した出向会員は「札幌市医師会夜間急病センター
出向会員罰則規程」で定める罰則金を支払わなければな
らない。

（欠　勤）
第17条　疾病その他やむを得ない事由により欠勤する場合、出

向施設責任者は事前に担当役員に連絡を入れること。ま
た、その際に出向代理会員の有無、氏名伝えること。代
理会員がいない場合、担当役員は早急に代理会員を選定
すること。

第４章　　服 務 規 律

（服務心得）
第18条　出向会員は次の各号に掲げる事項を守り業務に精励し

なければならない。
⑴　当法人を代表して出向していることを常に忘れず、
責任を持った行動を意識し、明朗はつらつたる態度で
業務すること。
⑵　業務遂行にあたっては親切丁寧を旨とし、常に患者

⑷　所属する施設の長の許可を得て、急病センター出向
会員登録を行っている者

（登　録）
第７条　出向会員登録希望者は、所属する施設の長の許可を得

て、施設単位で所定の様式に記載の上、当法人が指定す
る期日までに届け出る。
２　出向会員が複数いる施設では出向施設責任者を１名任
命する。
３　自宅会員で出向登録を希望するものは、所定の様式に
記載の上、当法人が指定する期日までに届け出る。
４　特別出向会員は出向会員に登録の上、所定の様式で新
たに登録を行う。

（任　期）
第８条　出向会員の任期は１年とし、年度開始の４月１日より

年度末の３月31日までとする。但し、再任は妨げるもの
ではない。

（資格停止）
第９条　出向会員が本規程に違反した場合、もしくは急病セン

ターの規則等に違反した場合、当法人理事会の決議を経
て出向停止とすることができる。さらに、違反の度合に
より、出向会員資格を剥奪する。
２　当法人定款第２章第８条、第９条において退会、除名
された場合は、出向資格を失う。

（出向施設責任者）
第10条　出向施設責任者は、施設の代表として出向に関する責

任を負う。
２　出向施設責任者は、出向に関する問題が発生した場合、
出向会員より事情を把握したうえで速やかに当法人急病
センター担当役員（以下「担当役員」という）に報告し
なければならない。
３　出向当日、出向予定会員が出向しない場合、出向施設
責任者の責任の下、代理出向者を出向させなければなら
ない。

（出向施設責任者会議）
第11条　円滑な出向と安心安全な医療提供を図るために年１回

（必要により追加）出向施設責任者会議（以下「会議」
という）を開催する。
２　会議では、医療安全上の立場からインシデント・アク
シデント報告の分析を行う。また事業年度の総括と反省
点を踏まえ次年度への取り組みなど、出向に関するすべ
てについて協議する。
３　会議には、各施設より出向施設責任者が必ず出席しな
ければならない。
　　ただし、自宅会員、一人職場会員は、自ら出向責任者
として出席すること。
４　出向施設責任者が会議に出席できない場合、代理人が

の気持ちになって対応するとともに、患者及びその近
親者の安心と信頼を損なうような言動を慎むこと。
⑶　診療内容及び患者の個人的秘密を守り、他に漏洩し
てはならない。
⑷　常に職場の清潔、整理整頓に心がけるとともに、盗
難や火災の予防に努め、衛生に留意すること。
⑸　機械、器具、その他の備品を大切にすること。
⑹　風紀秩序を乱したり、他人に迷惑をかけてはならな
い。
⑺　許可なく業務上の書類を持ち出し、又は部外者に呈
示してはならない。
⑻　勤務時間中は、職場を離れてはならない。
⑼　容姿を整え、華美にならぬよう注意するとともに、
常に清潔を保つこと。

第５章　　そ 　 の 　 他

（報酬等）
第19条　出向時間帯に応じて急病センターから出向会員に報酬

が支払われる。
　ただし、出向１回当たり、出向に伴う報酬の中から別
に「会費負担金等に関する規程」で定めた金額を出向会
員会費として当法人に納めるものとする。

（その他）
第20条　この規程に定めるもののほか、この規程の施行につい

て必要な事項は、当法人理事会の決議を経て会長が定め
る。

附　則
１．この規程の改廃は、理事会の決議によらなければならない。
２．この規程は、平成23年４月１日から施行する。
３．この規程は一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４月
１日）から施行する。

札幌市医師会夜間急病センター
出向会員罰則規程

平成23年４月１日　制　　定
平成24年４月１日　一部改正

（目　的）
第１条　この規程は、札幌市医師会夜間急病センターに技術協

力のため出向する会員（以下「出向会員」という。）の罰
則について定めたものである。

（罰則の実施）
第２条　決定した罰則の結果は理事会の公正な審査に基づき、

出向責任者に文書にて通知するものとする。

（遅刻の罰則）
第３条　出向会員が正当な理由なく遅刻した場合、下記別表１

に定めた金額を一般社団法人札幌放射線技師会（以下、
「当法人」という。）に罰則金として支払わなければいけ
ない。

（無断欠勤の罰則）
第４条　出向会員が無断欠勤した場合、代理の出向会員が到着

するまでの時間分の罰則金を支払わなければならない。
　さらにその出向会員または出向施設の次年度の出向を
停止または出向枠を減少する。
　なお、罰則金額は別表１に準ずる。

（罰則金の支払い）
第５条　罰則金は年度末に行われる出向施設責任者会議の際に

支払うものとする。

（罰則金の取り扱い）
第６条　遅刻または無断欠勤にともなう罰則金の取り扱いを以

下に示す。
　準夜帯出向：飲み物（コーヒーなど）、消耗品などの備
品（スリッパなど）に充てる。
　深夜帯出向：遅刻または欠勤により残業した準夜帯出
向者に全額支払う。

（異議申し立て）
第７条　罰則処分について異議がある場合、罰則の決定から７

日以内に文書にて理事会に異議申し立てを行うものとす
る。
２　前項の異議申し立てがあった場合、当法人は再度審査
を行い、その答申に基づき最終の処分通知を行う。
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会 計 処 理 規 程

平成20年２月21日　制　　定
平成24年４月１日　一部改定

第１章　　総　　　　則
（目　的）
第１条　この規程は、一般社団法人札幌放射線技師会（以下、

当法人という）における会計取扱いに関する基本を定め
たものであり、収入及び支出の状況並びに財政状態につ
いて、それぞれの内容を正確かつ迅速に把握し、真実明
瞭な報告とその能率的運営を図ることを目的とする。

（適用範囲）
第２条　この規程は、当法人の会計業務のすべてについて適用

する。
（会計の原則）
第３条　当法人の会計は、法令、定款及び本規程の定めによる

ほか、内閣府公益認定等委員会による「公益法人会計基
準について（平成20年４月11日）に準拠して処理されな
ければならない。

（会計区分）
第４条　会計区分は、次のとおりとする。

⑴　実施事業等会計
⑵　その他会計
⑶　法人会計

（会計年度）
第５条　当法人の会計年度は、定款の定める事業年度に従い、

毎年４月１日から翌年３月31日	までとする。
（会計責任者）
第６条　会計責任者は、会計担当理事とする。
第７条　会計責任者は、会計の出納に関し、補助者を命じ、行

わせることができる。
（帳簿書類の保存・処分）
第８条　会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のと

おりとする。
⑴　財務諸表　　　　　　　　10 年
⑵　会計帳簿　　　　　　　　10 年
⑶　収支予算書、収支計算書　10 年
⑷　証憑書類　　　　　　　　10 年
２　前項の保存期間は、決算の翌日から起算するものとす
る。
３　帳簿等を焼却その他の処分する場合は、会計責任者の
承認を受けておこなうものとする。

第２章　　勘定科目及び帳簿組織
（勘定科目の設定）
第９条　各会計区分においては、収入及び支出の状況並びに財

政状態を的確に把握するために必要勘定科目を設ける。

３　異議の申し立ては１回限りとする。

附　則
１．この規程の改廃は理事会の決議によらなければならない。
２．この規程は、平成23年４月１日から施行する。
３．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

別表 1　罰則金

（勘定処理の原則）
第10条　勘定処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意し

なければならない。
⑴　すべての収入及び支出は予算に基づいて処理しなけ
ればならない。
⑵　収入科目と支出の科目とは直接相殺してはならない。
⑶　その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準
に準拠して行う。

第11条　会計帳簿は次のとおりとする。
⑴　主要簿
ア　仕訳帳
イ　総勘定元帳
⑵　補助簿
ア　現金出納帳
イ　預金出納帳
ウ　固定資産台帳
エ　特定資産台帳

（証　憑）
第12条　証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、

次のものをいう。
⑴　請求書
⑵　領収書
⑶　証明書
⑷　納品書及び送り状
⑸　引渡表、支払申請
⑹　各種計算書
⑺　契約書、覚書その他証書
⑻　その他取引を裏付ける参考書類

（記　帳）
第13条　総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなけ

ればならない。
２　補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳
しなければならない。

第３章　　予　　　　算
（予算の目的）
第14条　予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を

図って作成し、事業の円滑な運営を図ることを目的とす
る。

（事業計画書及び収支予算書の作成）
第15条　事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に会

長が作成し、理事会の承認を得た上、総会の議決を得て
確定する。

第16条　収支予算書は、事業活動収支の部、投資活動収支の部
及び財務活動収支の部に区分するものとする。

（収支予算の流用）
第17条　予算の執行にあたり、各項目間において相互に流用し

てはならない。ただし、会長が予算の執行上必要がある
と認めたときは、最小単位の科目間において流用するこ
とができるものとする。

（予備費の計上）

第18条　予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に
相当額の予備費を計上するものとする。

（予備費の使用）
第19条　会長の承認を経て予備費を使用したときは、理事会に

報告しなければならない。
（収支予算の補正）
第20条　会長は、やむを得ない理由により、収支予算の補正を

必要とするときは、補正予算を編成して理事会に提出し、
その承認を得なければならない。

（暫定予算）
第21条　予算編成がやむを得ない理由により遅延したときは、

予想される一定期間について、理事会の決議を経て前年
度の予算の範囲で暫定予算として執行する。
２　暫定予算は、速やかに本予算に組入れを要する。

第４章　　金　　　　銭
（金銭の範囲）
第22条　この規程において金銭とは、現金、預金及び預貯金を

いう。
２　現金とは、通貨、小切手、その他随時に通貨と引き換
えることのできる証書をいう。
３　手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うも
のとする。

（出納責任者）
第23条　金銭の出納、保管については、その責に任じるため出

納責任者を置くものとする。
２　出納責任者は、会計担当理事とする。
３　出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱う。

第５章　　固 定 資 産
（固定資産の範囲）
第24条　この規程において、固定資産とは次の各号をいい、基

本財産とその他の固定資産を区別するものとする。
⑴　基本財産
　　　土　地（基本財産として特定した土地）
　　　建　物（基本財産として特定した建物）
⑵　特定資産（基本財産たる建物の減価償却相当額を積
立てた預金等）
⑶　その他の固定資産	
　　建物附属設備構築物
　　什器備品
２　その他の固定資産に掲記した有形固定資産は、耐用年
数が１年以上で、かつ、取得価額が100,000円以上の使用
目的の資産をいう。

（固定資産の取得価額）
第25条　固定資産の取得価額は、次の各号による。

⑴　購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購
入時価にその付帯費用を加えた額
⑵　自己建設又は製作により取得した資産は、建設及び
製作に要した費用の額
⑶　交換により取得した資産は、交換に対して提供した
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公 　 印 　 規 　 程

平成20年２月21日　制　　定
平成24年４月１日　一部改定

（目　的）
第１条　一般社団法人札幌放射線技師会（以下、当法人という。）

に係わる公印の制定、使用及び廃止など公印に関する事
項は、この規程に定めることによる。

（定義と区分）
第２条　この規程にいう公印とは、当法人印及び技師会各職印

で、公務上作成された文書に使用し、その印を押すこと
により当該文書が真正なものであることを認証すること
を目的とするものをいい、これを第１種と第２種に区分
する。

（公印の種類）
第３条　第１種公印の種類及び方法、用途等は別表第１のとお

りとする。
２　第２種公印の種類及び方法、用途等は別表第２のとお
りとする。

（公印の制定）
第４条　公印の制定は、「伺書」（以下公印の作成、改刻も同じ）

をもって会長の決裁により行う。
２　公印の制定に必要な記載事項は、次のとおりとする。
⑴　公印制定の理由
⑵　名称
⑶　形状、寸法
⑷　用途
⑸　管理者
３　公印の制定申請者は、次のとおりとする。
⑴　第１種公印　総務分掌副会長
⑵　第２種公印　総務分掌副会長

（公印の作成）
第５条　公印の作成は、会長の決裁により行う。
２　公印は、公印台帳に登録ののちに使用するものとし、
申請者に交付する。
⑴　公印台帳の保管、公印の登録及び交付は総務分掌副
会長とする。
⑵　公印台帳は、様式１のとおりとする。

（公印の管理）
第６条　公印の管理は、前条の規定により公印台帳に登録され

た者とする（以下「公印管理責任者」という。）

資産の帳簿価額
⑷　寄与により取得した資産は、その資産の取得時の公
正な評価額

（固定資産の管理）
第26条　固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固

定資産の保全状況及び移動について所要の記録を行い、
固定資産を管理しなければならない。

（減価償却）
第27条　固定資産の減価償却については、毎会計年度末に定額

法によりこれを行う。
２　定額法により毎会計年度末に行われた減価償却額は、
直接法により処理するものとする。

第６章　　物　　　　品
（物品の範囲）
第28条　この規程において、物品とは次の各号のものをいう。

⑴　消耗品
⑵　耐用年数１年以上のもので、取得価額が 100,000 円
未満のもの

第７章　　決　　　　算
（決算の目的）
第29条　決算は、１会計期間の会計記録を整理し、その収支の

結果を収支予算と比較して、その収支状況や財産の増減
状況及び１会計期間末の財政状態を明らかにすることを
目的とする。

（決算の種類）
第30条　決算は、３月末の年度決算を行う。
（計算書類の作成）
第31条　年度決算に必要な手続を行い、次に掲げる計算書類を

作成しなければならない。
⑴　貸借対照表
⑵　正味財産増減計算書
⑶　計算書類（貸借対照表及び損益計算書）の付属明細書
⑷　財産目録

（計算書類の確定と主務官庁への提出）
第32条　会長は、前条の計算書類について、監事の監査を受け

た後、監事の意見書を添えて理事会へ提出し、その承認
を受けて決算を確定する。
２　前項の計算書類は、毎年主務官庁に提出しなければな
らない。

附　　則
１．この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない

２．この規程は、平成20年２月21日に制定し、平成20年４月１
日から施行する。

３．この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。

２　公印管理責任者は、公印に係る事務を処理させるため
特に必要があったときは公印取扱者を置くことができる。
３　公印の管理責任者及び公印取扱者は、公印の保管及び
使用について責任をもち、制定目的以外の用途に使用し
てはならない。

（公印の使用）
第７条　公印の使用は、決裁文書を添えて公印管理責任者に申

し出るものとする。この場合、公印管理責任者又は公印
取扱者は、押印すべき文書を照合し、押印すべきものと
認めたときは、明瞭且つ正確に押印するものとする。
２　公印管理責任者又は公印取扱者は、登録公印について
前項の規定により押印したときは、当該押印を請求した
者をして、様式第２、様式第３の公印使用簿に必要事項
を記録させなければならない。ただし、法令等の規定に
より権限を行使するための文書以外の文書に押印した場
合であって、公印管理責任者が特に支障がないと認める
ときは、この限りでない。

（公印の印影の印刷）
第８条　案内書、納入通知書等の文書であって一定の字句及び

内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影
を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることが
できる。
２　公印の印影を印刷しようとするときは、公印管理責任
者に当該文書を提出し、その承認を受けなければならな
い。

（公印の改刻）
第９条　損耗のため使用に耐えない公印は、改刻することがで

きる。
２　公印の改刻は、会長の決裁により行う。
３　公印の改刻申請に必要な記載事項は、次のとおりとす
る。
⑴　改刻により廃止される公印の記載事項
ア　名称
イ　形状、寸法
ウ　管理者
⑵　改刻により新たに作成される公印の記載事項
ア　名称
イ　形状、寸法
ウ　用途
エ　管理者

４　改刻公印の作成は、会長の決裁により行う。

（公印の廃止）
第10条　新公印を交付する際は、旧公印を回収しなければなら

ない。
２　前項後段の回収旧公印は、同条第３項の定めるところ
によって廃止の手続きを行わなければならない。

３　公印を廃止する場合は、公印管理責任者は廃止しよう
とする公印に公印廃止届を添えて会長に提出するものと
する。
４　公印廃止届の様式は、様式第 4のとおりとする。

（公印の保管）
第11条　公印の保管は、次のとおりとする。
２　公印は、公印箱に納め、厳重に保管しなければならない。
３　公印管理責任者は、公印の盗難、紛失、破損その他事
故が生じた場合には、直ちに公印事故届を会長に提出し
なければならない。
４　公印事故届は、様式第５のとおりとする。

（公印改廃の処理）
第12条　改刻旧公印及び廃止公印の管理責任者は総務分掌副会

長とする。
２　前項の公印は、永久に保存するものとする。

（帳簿書類の保存・処分）
第13条　公印に関する帳簿，書類の保存期間は次のとおりとす

る。
⑴　公印使用文書　　　　　　　10 年
⑵　公印使用簿　　　　　　　　10 年
２　帳簿等を焼却その他の処分する場合は，会長の承認を
受けておこなうものとする。

附　　則
１　この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければ
ならない。
２　この規程は平成20年２月21日に制定し、平成20年４月１日
から施行する。
３　この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づ
き作成された公印とみなす。
４　この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成24年４
月１日）から施行する。
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