
委任状の提出について（お願い）

　来る５月15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25年度　定期総会
日時：平成26年５月15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14条による定期総会のご案内とします。

エクシード神宮前

神宮温泉

北３条通り

焼肉
五苑ツタヤ

〶

地下鉄西28丁目
研修センター

文 向陵中学校

北４条西29丁目

北３条西29丁目北３条西29丁目

地下鉄東西線宮の沢方面行の
車両は、最後尾に乗車すると
③出口が近くなります。

3番出口

（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、ますますご清栄のこととお喜び申
し上げます。
　又、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。

　近頃の我々を取り巻く医療において、以前にも増し
てチーム医療が重要視されるようになってきており、
多職種が、共同で協力して展開されているようになっ
てきました。そのため特に医療スタッフとの良好な関
係を保つ事が求められ、コミュニケーション能力が重
要になってきているように感じます。
　今後、我々は、放射線技師の技術の向上に加え、他
の職種の業務についても少しでも理解し、協力して、
患者様のための医療を提供して行きたいと考えております。

　日本診療放射線技師会の平成26年度のスローガンは、
【国民、医療者と協働し、質の高い医療を提供しよう】
となっていますが、特に最近は、医療の質と同時に医
療安全が、求められるようになり、技師会としても医
療安全対策についても、今後、考えていく必要性があ
ると感じております。

　次年度の札幌放射線技師会の事業についてですが、
今迄通り、札幌市内の医療団体として札幌市民のため
に又地域に貢献する団体として事業を行っていきたい
と思います。
　これは、札幌市医師会夜間急病センターへの技術支
援を会員の皆様のご協力のもとで行っていきたいと考
えておりますのでこれからも宜しくお願い致します。

　札幌市夜間急病センターにおいて昨年度は、札幌医
大管理WGの協力のもと一般撮影における線量測定を
行っております。
　一般的な撮影部位における条件で半導体線量計を使
用し、患者の入射表面線量を算出し、日本診療放射線
技師会放射線診療における線量低減目標値と比較しま
した。出向されている会員の皆様には、患者様から被
ばくについて質問された場合には、そのデーターを使
用して説明して頂ければと考えております。
　又、CT装置については、老朽化が進んでいますが、
導入予定はまだ確定していないことから、現状のＸ線
CTにおける表面線量の測定についても今年度中に行
う予定です。

　札幌放射線技師会の学術関連の事業としては、今年
で３年目になります年３回開催のイブニングレクチャ
ー、そして年１回の学術研修会、会員勉強会をこれか
らも開催していきます。
　昨年度のイブニングレクチャーは、画像診断におけ
る読影講座、学術研修会においては、初のオーディエ
ンスシステムを使用し、会員参加型の症例検討会とし
て開催致しましたが、本年度も同様に行っていきたい
と考えております。
　特に最近の勉強会では、70〜80名もの会員の皆様が、
参加して頂けるようになり、これからもより一層、役
立つ事業を行っていきたいと思います。

　会員皆様には、引き読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宜しくお願い致します。

巻　頭　言
副　会　長　　　大 元 秀 近

第１回 札幌放射線技師会 イブニングレクチャー
【日　程】　平成26年６月26日（木）　19 時から
【場　所】　札幌市教育文化会館　301 研修室

【内　容】　整形外科における撮影と読影（股関節領域を中心に）
【講　師】　医療法人社団　我汝会えにわ病院　放射線科　市野 善郎先生

き

り

と

り

線

変更・退会届提出のお願い
【変更届　届出方法】

下記届出用紙に変更事項をご記入の上、お送り下さい。
①　郵送先：〒064-0823　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
　　　　　　一般社団法人　札幌放射線技師会　宛
②　ＦＡＸ：011-643-2734（24時間）　　　③　Ｅメール：sapporo@hok-art.or.jp

【退会届　届出方法】
　巻末の各種申請書「退会届用紙（様式２号）」に必要事項をご記入の上、上記郵送先又は FAX にてお送り下さい。

第38回  札 幌 放 射 線 技 師 会 杯 野 球 大 会
【日　　時】　平成 26 年６月１日（日）AM8:00 ～
【場　　所】　豊平川・雁来健康公園Ｂ球場
　　　　　　（札幌市白石区東米里2170番地先　豊平川河川敷地内）

【参 加 費】　１チーム　5,000 円
【申込締切】　５月 16 日（金）
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平成26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26年６月11日（水）　PM６：30～PM９：30

２回目　　平成26年８月21日（木）　PM６：30～PM９：30

３回目　　平成26年10月15日（水）　PM６：30～PM９：30

４回目　　平成26年12月４日（木）　PM６：30～PM９：30

５回目　　平成27年２月18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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　３月６日（木）札幌市教育文化会館研修室において、
第３回イブニングレクチャーを開催いたしました。
　３月とは思えぬほど雪の降る寒い日でしたが、80名
と多くの方が参加されました。
　今年度最後の開催となる今回は、勤医協中央病院	放
射線２科		舩山和光先生をお招きして、「急性腹症のCT
検査」と題してご講演をしていただきました。
　講演では、はじめに急性腹症の基礎として腹部単純
Ｘ線写真のチェックポイントについて解説されました。
つぎに「尿管結石」「総胆管結石」「急性虫垂炎」など
の７つの代表的な急性腹症のCT検査について、それ
ぞれの疾患の診断ガイドライン・診断基準を提示しつ
つ、診断・治療を行う上で必要（求められる）とされ
る画像について具体的な撮影方法も含めて解説され、
さらにそれぞれの疾患に特異的な画像所見についても
解説されていました。
　全体を通して急性腹症のCT検査について撮影法か
ら所見まで詳しく、わかりやすく解説していただき、

第３回イブニングレクチャー　座長報告
学術担当　　黒 下 裕 次

参加していただいた皆様にすぐにでも現場で活用して
いただけるのではないかと思います。

平成25年度札幌放射線技師会会員勉強会報告
副　会　長　　大 元 秀 近

　　　開催日時　平成26年２月６日（木）
　　　　　　　　19時00分〜20時30分
　　　開催場所　札幌医科大学記念ホール

　２月６日（木）19時より札幌医科大学記念ホールにお
いて札幌放射線技師会会員勉強会を開催しました。参
加者は 77名。
　今回の会員勉強会では、「診断レポートの考え方」
をテーマにKKR札幌医療センター放射線診断部部長
秋葉	英成	先生に講演して頂きました。
　内容としては、長年の放射線診断医の経験による秋
葉先生の画像診断を進める上での考え方を中心に多く
の症例を提示していただきながら、疾患の画像に対す
る詳細な読影のポイントについてとてもわかりやすく
話をされました。
　診断のレポートについては、画像診断のみで鑑別診

断を行うことは、当然不可能であるが、必要な正常解
剖を理解することが最も重要なことや画像診断に対し
て予想されるべき疾患をあげさらに疾患を絞りこむた
めには、病理、生理を含めた知識の重要性についても
説明して頂きました。
　又、CT画像において疾患によっては、Axial画像だ
けではなく、saggital画像、coronal 画像等の再構成画
像も非常に有用であることも説明されました。
　我々放射線技師においても詳細な読影のポイントの
知識を習得することでより日常の検査に対する意識も
高められたと感じられ、とても有意義な研修会となり
ました。

講師の舩山和光先生
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【はじめに】
　この10年間で、Computed	Tomography（以下 CT）
装置における技術、ソフトウェアは目まぐるしい発達
をとげてきた。一方、イメージング性能は大幅に向上
したものの、多列化が進むことで物理的要因である散
乱線の影響により臨床画像の画質劣化も引き起こして
しまっている。一次Ｘ線と挙動の異なる散乱線は、CT
における再構成画像上では結果としてアーチファクト
の原因となるだけではなく、コントラスト－ノイズ比
（以下CNR）の劣化をも招いてしまう。一般的にCT装
置には、散乱線抑制のために、ファンビーム方向（Ｘ軸）
に散乱線除去用コリメータ（Anti-Scatter	Grid；以下
ASG）が装備されている。従来のカバレッジの狭いCT
の場合、コーンビーム方向（Ｚ軸）への散乱線の影響
はあまりないものとみなし、Ｚ軸方向への散乱線除去
用のコリメータは実装されていなかった[1]。しかしなが
ら近年のマルチスライスCTにおいては多列化が進む
ほどコーンビーム方向での散乱線の影響は深刻な問題
となりうる。臨床上では低線量撮影や体格の大きな方
において散乱線の影響は顕著であり散乱線の抑制は重
要課題と言える。
　本稿では多列化に伴い増大する散乱線への対策とし
て、ハードウェアおよびソフトウェアによるソリュー
ションの概要を述べる。

１．２D-Anti Scatter Grid ～２次元構造の散乱線除去
グリッド
　CTにおいて散乱線を減少させようとした際に、物理
的に２次元のASG（以下２D-ASG）の実装は有用になる
と考えられる。特に、広範囲検出器において効率よく
散乱線を除去する際には２次元での焦点集束型グリッ
ドの実装は必要不可欠である[2]。
　Braunstein ら[3]は１次元でのASG（以下 1D-ASG）と
2D-ASG 両者間で散乱線除去の測定結果に関して報告
を行っている。その配置を図１(a) に示す。プロトタイ
プの検出器でファンビーム方向にそれぞれ 1D-ASG と	
2D-ASG を配置しそれぞれの散乱線を測定した。図１
（b）の結果より両者には明らかな差を認め 1D-ASG で
は散乱線により信号成分が減少していることが分かる。
同様にコーンビーム方向でも検討したところコーンビ
ーム方向への距離と散乱線量に正の相関を認めた図１
（c）。また、1D-ASGと2D-ASGの両者間でも有意な差
を認め、これらの検討結果により広範囲検出器におけ
る2D-ASGの必要性が示唆された。

　臨床画像において散乱線の影響はアーチファクトし
て出現し、CT値が変移することにより画像上には黒い
陰影として描出される。骨盤腔の臨床画像を図２に示
す。図２（a）は１D-ASG を使用したもので、図２（b）は
２D-ASGを使用したものである。両者を観察すると膀

CTにおける散乱線補正
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン　ヘルスケア事業部　CT モダリティスペシャリスト　　北 織 潤 一

Pickup  Lecture

図1　散乱線の線減弱係数測定　（a）実験配置図　（b）ファンビーム方向での線減弱係数の分布　（c）コーンビーム方向での散乱線量

Line integral of the attenuation coeffi
cients［

A
U

］

Difference in the line integral of the attenuation coefficients［
%］

【お知らせ】　　会報 START No.52（平成26年1月15日発行）にて『札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会
アンケート報告』を掲載いたしましたが、線量管理実施の有無の質問項目について「未実施」との回答が思
いの外多かったことを受け、このたび千代田テクノル様のご協力により「ガラス線量計を利用した線量測定」
をマンモグラフィ撮影に携わっておられます会員の皆様および御施設様にご提案させて頂きます。
　線量管理は放射線技師として重要な責務であり、受診者・患者様に対し、安心して受診して頂くためにも
大切な情報提供となる指標と考えております。
　NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会の施設画像評価やこの機会にこれから線量測定をご検討
中の御施設様は、下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。

（株）千代田テクノル 線量測定事業本部 線量計測営業課　柚木 正生　E-Mail：yugi-m@c-technol.co.jp
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胱近傍で CT値に差を認め、２D-ASG の方ではより散
乱線の影響を抑えていることが見て取れる。同様にフ
ァントム実験を行った結果として１D-ASGのみでスキ
ャンを行ったものを図２（c）に示し、図１（a）の実験配
置でスキャンした結果を図２（d）に示す。
　図２（d）にて画像上の赤い破線で囲まれた内側は２D-
ASGでスキャンされた部位であり、その外側は１D-ASG
でスキャンされた部位にあたる。この結果からも２D-ASG
の散乱線の除去効果が１D-ASGよりも優れていること
が見て取れる。また、このことはコーンビーム方向の
他のチャンネルの結果でも同様の傾向を認めた。散乱
線の増加は体幹部領域、特にビームハードニング効果
の起きやすい部位では顕著であり、散乱線による画像
のアーチファクトとScatter-to-Primary	Ratio（対散乱線
直接線比；以下 SPR）には相関を認める[4]。
①　2D-Anti Scatter Grid の検出器デザイン
　これまでのCT装置には、ファンビーム方向のみ

がラウンドしており、コーンビーム方向にはストレ
ートな円柱の構造をしている検出器が実装されるこ
とが一般的であった。２D-ASGを実装した検出器に
おいては、効率のよい散乱線除去を実現する為に、
焦点集束型の検出器を装備して調整を行っている。
図３に示すとおりファンビーム方向の検出器もコー
ンビーム方向の検出器も全て 1点の焦点に集束する
ような構造となっており、検出器の形状は球面状と
なっている。もちろん図４に示すように、２D-ASG
自身も、ファンビーム方向にも、コーンビーム方向
にもラウンドした形状をしているため、２D-ASGを
通過したＸ線が無駄な散乱や吸収を起こさず、効率
よく検出器の全チャンネルに対して入射しやすい構
造となっている。ただし、これらのアライメントの
ミスレジストレーションは、致命的な問題となるた
め、2D-ASG および球面検出器構造は製造段階にお
いて、非常に高い誤差精度が必要とされる。

図2　グリッドによる散乱線除去効果（臨床画像）

（a）膀胱近傍での１D-ASGの効果（CT値差～ 14.1HU） （b）膀胱近傍での２D-ASGの効果（CT値差～ 5.4HU）

（c）ファントムでの１D-ASGの効果 （d）ファントムでの１D-ASGと2D-ASGの効果比較

②　２D-Anti Scatter Grid の物理的評価
　ファントムサイズの異なる幾つかの被写体におい
て１D-ASG と２D-ASG 両者の散乱線の除去効果を
検証することを目的として実験を行った。散乱線量
の測定・評価に関してこれまで幾つかの方法が報告
されているが、今回は鉛ブロック法に基づき評価を
行った。実験の配置図を図５に示す。

　鉛ブロックは、焦点外Ｘ線も許容されるレベルに
調整し、直接線を 99.9%遮蔽できるように配置を行
った。検出器であるタイルドディテクタ表面の16×
16ピクセルのうち、中央の８×８ピクセルが鉛ブロ
ックの後ろ側になるように配置し、測定・平均化し
散乱線とした。一方で８×８ピクセルの周囲のピク
セルにて直接線と散乱線の測定を行った。同様の実

験配置で、タイルドディテクタの直前にそれぞれの
ASGを配置しての計測も行い、アイソセンターにお
けるビーム幅をそれぞれ 20㎜、40㎜、80㎜、120㎜
と変化させて測定を行った。
　測定結果の評価には Scatter-to-Primary	Ratio（対
散乱線直接線比；以下 SPR）を用い鉛ブロックの使
用、非使用時にコンピュータで測定値を自動計算さ
せ算出した。SPRはより低い方が散乱線除去性能に
優れる。

SPRexpriment=　		=B／（N－B）
Ｓ
Ｐ

S：散乱線の信号量、P：直接線の信号量、
B：鉛ブロック使用時の計測値、N：鉛ブロック非使用時の計測値

　算出したSPRに関してASG非使用、1D-ASG使用、
２D-ASG使用らの３群の比較を図６に示す[2]。

図3　焦点集束型検出器システム

図4　2D-ASGとディテクターモジュール　(a) 概略図　(b) タングステン製2D-ASG搭載ディテクターモジュール外観

（ａ） （ｂ）



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	12	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	13	）

　1D-ASGを使用した群と比較して２D-ASG を使用
した群は優位にSPRが低い結果となった。また、こ
れらの差はコーンビームの増大やファントム径の
拡大に比例して増加傾向を示した。注目すべき点
として、2D-ASG を使用した群おいてはコーンビー
ムの増大に伴う SPRは、ほぼ横ばいなのに対して、
1D-ASG の SPRの傾きは大きく増大する点である。

２．Clear ray Reconstruction
　前述のように、ハードウェアの工夫により散乱線が
大幅に軽減するが、2D-ASG をマウントしたディテク
ターモジュールによる球面検出器構造は高額な製造コ
ストを伴うため、実装可能な機種に制限がある。そこ
でClear	ray		Reconstructionに代表される画像再構成
時におけるソフトウェア散乱線対策も重要である。
　このClear	ray	Reconstruction では、散乱線の対策

として、モンテカルロシミュレーションを用いた再構
成法を採用している。膨大な計算時間を要するモンテ
カルロシミュレーションを再構成の度に行うことは現
実的ではないため、さまざまなシミュレーション結果
をデータベース化し再構成時間を従来と同等としてい
る。モンテカルロシミュレーションによって得られた
360°方向の散乱線ルートをデータベース化し被写体の
サイズに適した散乱線マップによるフィルタリングを
画像再構成中に行う。
　また、この再構成法にはビームハードニング効果を
抑制する対策も含まれている。従来の数種類のファン
トムキャリブレーションでは、実際の被写体と比較す
ると形状・種類ともバリエーションに乏しいため、あ
らかじめキャリブレーションパターンを数十万通りの
データベース化とし管球角度毎・１view 毎にこのデー
タベースを適用している。

このようにClear	ray	Reconstruction は従来からの再
構成法を見直し、散乱線補正とビームハードニング補
正を同時に行い、すべての再構成に適用される。これ
により被写体間や撮影部位によるCT値のバラつき抑
え、よりCT値の精度を高めることが可能となっている。
　図 7に示す画像からも見て取れるように，ClearRay	
Reconstruction の使用でアーチファクトの低減と CT
値のバラツキ・シフトが抑制されており、被写体サイ
ズによらず画質の担保を可能としている。

結論
　本稿では 2D-ASGと焦点集束型球面検出器によるハ
ードウェアの面からの散乱線対策を概要の概要を述べ
るとともに、ソフトウェアによる散乱線対策について
も述べた。これらの技術はCT装置における今後の更
なる多列化、高画質化を支えうるに充分な技術であり、
CT値の精度を高めることで臨床におけるCT装置性能
のインパクトを、より向上させる必須技術になりうる
と考える。

図5　実験配置図

SDD : 1040㎜,  FS : 1㎜x1㎜,  120kV@1.2㎜ Ti

図6　ファントム径・カバレージの違いによる1D-ASG、2D-ASG両者のSPR算出結果

引用文献
１．Amir;	I.	Sabo-Napadensky;“Semi-empirical	scattering	correction	model	for	MSCT”,	Proceedings	Paper,	
Medical	Imaging	2007	:	Physics	of	Medical	Imaging,
２．G.	Vogtmeier,	R.	Dorscheid,	K.	J.	Engel,	R.	Luhta,	R.	Mattsonb,	B.	Harwoodb,	M.	Applebyc,	B.	Randolphc,	J.	
Klinger;“Two-dimensional	Anti-Scatter	Grids	for	Computed	Tomography	Detectors”	Medical	Imaging	2008:	
Physics	of	Medical	Imaging,	Proc.	of	SPIE	Vol.	6913,	691359,	(2008)
３．D.	Braunstein,	R.	Carmi,	M.	Kleinman,	A.	Elgaly,	I.	Uman,	A.	Altman;	”Bi-Directional	anti-Scatter	Grid	for	
a	Wide	Axial	Coverage	CT”,presentation	at	the	IEEE	MIC	conference,	2006
４．P.	M.	Joseph,	R.	D.	Spital;	”The	effects	of	scatter	in	x-ray	computed	tomography”,	Med.	Phys.	9(4),	July/
Aug	1982.

図 7　従来再構成（㊤図）とClear ray Reconstruction（㊦図）: 高吸収体や体格の大きい被験者による散乱線やビームハードニングが補正されている
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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

結婚、入院等共済給付の連絡先
　一般社団法人札幌放射線技師会の互助規定をご確認の上、下記へご連絡下さい。

社会医療法人医仁会中村記念病院　放射線部　井上　剛
〒060-8570  札幌市中央区南１条西14丁目　TEL 011－231－8555（内線 233）

会 費 納 入 の お 願 い
　年会費の納期は毎年度９月末となっています。会費は当会事業の根幹となるものですの
で、早期納入をお願いします。
 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　TEL 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。

〔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）
 電子メール：start@hok-art.or.jp

　〔編集委員〕 大元　秀近　　寺田　克広　　里谷　一道　　酒谷　　隆　　佐藤　博樹
 浅野　英章　　寺田　武司　　西原　　徹

クロスワードクイズ

〈START51号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉
【問題 1】　シチフクジン〔正解率 100.0％〕
【問題 2】　37.74 〔正解率　89.4％〕
※前号STARTクイズにご応募いただいた方の中から15名の方に、
当会オリジナル図書カードを準備でき次第発送いたします。

<STARTクイズの応募方法>このページをコピーし、
①クイズの答え　②会員名　③会員番号　④景品送
付先の郵便番号と住所　⑤当会へのご意見ご要望
を明記の上、下記の番号へ FAX送信してください。
正解された会員の中から抽選で15名の方に札放技
オリジナル図書カードをプレゼントいたします。
受付期間は、本年 5月末日まで。
FAX送信先＝北放技研修センター 011-643-2734

　ヒントに沿ってクロスワードを解き、
Ａ～Ｇの７文字を順に組み合わせると、
雨の日の風物詩が出来上がります。
＊ヒント＝明日は晴れるかな？

■ ヨコのカギ
１　梅雨時に洗濯物を外に干せるのは○○○○次第。
４　ジューンブライドで○○ルン気分のカップルたち。
５　大麦の麦芽を原料とした○○○ウィスキー。
８　英国の議会には○○○に相当する庶民院がある。
10　関東では大地震の予測が出て○○を下への大騒ぎ。
12　電話での〈○○○○〉は申す申すから始まった。
13　子どものサッカー教室でコーチが○○○を見せる。
14　ジャンボ機が滑走路に○○○○○する。
16　東京ディズニーリゾートがある都道府県は。
18　京の○○○に育った芸子さん。
20　６月４日は〈虫歯予防デー〉。○○医での健診。
22　ロンドン五輪から消える○○○○の種目。
24　日照不足や雨不足から起こるお米の○○○○○。
26　聖徳太子の時代、長安に日本から遣○○使が送られた。
27　犬も歩けば○○に当たる？
28　焼いてから海苔で包んだ餅を〈○○○焼〉という。
30　一面が緑の山頂とを往復する観光○○○からの眺め。
31　海岸地方に多い常緑高木の○○○○。
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発　行　　一般社団法人 札幌放射線技師会
 〒064-0823  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
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発行人　　松村俊也
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 　　　印刷　　株式会社フロンティア企画印刷

編集後記
　今年４月から消費税が８パーセントに引き上げられ
た。サラリーマンである私の収入はその消費税に見合
う分とまでは増えてはいないので、毎日の家計が苦し
い状況といえる。とくに生きていくために必要な食料
品などの市場価格は軒並み上昇しており、スーパーな
どで購入する際の支出は非常に辛く悲惨なものである。
せめて今度の国政選挙では、日常品や食料品に対して
軽減税率を打ち出している候補者に一票を投じたい。
（M.I）

START Quiz

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

下さい。なお、申込書は（一社）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。
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第59回
平成25年度　定期総会

議　案　集

１．日時　　平成26年５月15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
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総　　会　　次　　第

１．開会の辞	 ６．議長選出
２．会長挨拶	 ７．議事録署名人・書記選出
３．来賓祝辞	 ８．議事
４．資格審査委員会報告	 ９．閉会の辞
５．総会運営委員会報告

議　　　　 事

第１号議案　　　平成25年度　事業報告
第２号議案　　　平成25年度　収支決算報告並びに監査報告
第３号議案　　　平成26年度　事業計画（案）
第４号議案　　　平成26年度　収支予算（案）
第５号議案　　　平成26・27年度役員の選任について
その他　　　　　要望・意見など

平成 25 年度　（一社）札幌放射線技師会役員
　　　　会　　長　　松村　俊也　　　独立行政法人	地域医療機能推進機構	札幌北辰病院
　　　　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　　　社会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　　　公益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　　　独立行政法人	地域医療機能推進機構	北海道病院
　　　　　　　　　　里谷　一道　　　公益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　　　社会医療法人医仁会中村記念病院
　　　　　　　　　　酒谷　　隆　　　医療法人社団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
　　　　情報企画　　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　（JCHO札幌北辰病院）
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札幌放射線技師会　平成25年度事業報告

◎第58回一般社団法人札幌放射線技師会定期総会

日　時：平成25年５月23日（木）　午後６時30分〜

場　所：北放技研修センター

出　席：501名（内委任状出席 476名）

議　事

○平成24年度事業報告

○平成24年度収支決算報告並びに監査報告

○平成25年度事業計画（案）・収支予算（案）

　上記議題すべて全会一致にて承認

◎ブロック長会議

日　時：平成25年６月13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 12 名出席

◎イブニングレクチャ

読影講座「基礎からの画像診断」

１週目　整形外科領域

日　時：平成25年６月27日（木）　午後７時〜

場　所：富士フイルム札幌ビル

講　師：整形外科　北新病院　岩﨑	英樹	先生

出　席：84 名

２週目　頭部領域

日　時：平成 25 年８月 27 日（火）　午後７時〜

場　所：札幌市民ホール

講　師：中村記念病院　放射線科　尾野	英俊	先生

出　席：78 名

３週目　腹部領域

日　時：平成26年３月６日（木）　午後７時〜

場　所：札幌市教育文化会館

講　師：勤医協中央病院　舩山	和光	先生

出　席：80 名

◎札幌ドーム　日ハム戦観戦ツアー（対ロッテ戦）

日　時：平成25年７月12日（金）　午後６時30分〜

場　所：札幌ドーム

参　加：50 名

◎札幌放射線技師会会報「START　№ 51」発行

発行日：平成25年７月31日（木）

発行部数：800 部

◎札幌市立高校職場体験学習

A日程：平成25年８月28日（水）

B日程：平成25年９月18日（水）

参加高校：旭丘・開成・新川・平岸　計 27 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、北海道

社会保険病院、JR札幌病院

◎札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会

日　時：平成25年８月29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	 阿部	裕子　先生

　　　　北海道大学放射線部	 山崎	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：59 名

◎第38回一般社団法人札幌放射線技師会杯野球大会

日　時：平成25年９月15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、ASP48 チーム J、SAP48

チームO（ともに札医大）、イチャモンズ（混成）、

札幌厚生病院、小樽後志放射線技師会　計６チーム

　　　　雨天のため中止

◎第18回学術研修会

日　時：平成25年９月19日（木）　午後7時00分〜

場　所：札幌医科大学記念ホール

テーマ：「腹部（肝臓）領域の画像診断」

講　師：札幌厚生病院　島崎　洋	先生

出　席：67 名

◎市民公開講座

日　時：平成25年11月２日（土）　午後３時00分〜

場　所：札幌医科大学記念ホール

テーマ：「骨粗しょう症の予防と治療　あなたの骨は大丈夫

ですか」

講　師：北郷整形外科　副院長　髙田	潤一	先生

出　席：255 名

◎普通救命講習

第 1回

日　時：平成25年11月21日（木）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：５名

第２回

日　時：平成26年２月26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：９名

◎会　報「START　№ 52」

発行日：平成26年１月15日（火）

発行部数：800 部

◎平成25年度会員勉強会

日　時：平成26年２月６日（木）　午後７時00分〜

場　所：札幌医科大学記念ホール

テーマ：「診断レポートの考え方」

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

参加者：77 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26年２月13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：44 名

◎札幌市医師会夜間急病センター技術研修会

日　時：平成26年３月15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：20 名

◎会　報「START　№ 53」総会特集号

発行日：平成26年４月30日（水）

発行部数：800 部
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平成25年度　事 業 総 括

　会員の皆様には、日頃より札幌放射線技師会の事業に対し多

大なるご支援とご協力を頂き誠にありがとうございます。

　平成25年度を振り返ってみますと、今年２月７日から開催さ

れたソチオリンピックでは、スキージャンプの葛西選手の銀メ

ダル獲得の活躍はまだ記憶に新しく、日本国民はもとより我々

道民にも勇気と感動を与えてくれました。

　また、国際情勢に目を向けますと歴史認識問題において韓国、

中国との緊張感が未だに緩和されない状態が続いております。

　当会の平成25年度の事業を振り返りますと、例年通り札幌市

医師会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25年度の総

括とします。

【会計について】

　平成25年度の予算編成において、昨年度は会費納入率が80％

でしたが、今年度も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言うまでもありませ

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、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19日に札幌医科

大学記念ホールにて【腹部領域（肝臓）の画像診断】をテーマ

に札幌厚生病院の島崎	洋技師に講演して頂きました。その際、

当会で初めてオーディエンスレスポンスシステムを採用しまし

たが参加された会員の反応は大変好評でありました。

　会員勉強会は、平成26年２月６日に【診断レポートの考え方】

というテーマでKKR札幌医療センターの秋葉	英成先生に講演し

て頂きました。

　イブニングレクチャーにつきましては、読影を中心に３回開

催しました。第１回目は「初級　整形外科領域の基礎」整形外

科北新病院		岩﨑	英樹技師、第２回目は「頭部救急疾患の画像

診断」中村記念病院		尾野	英俊先生、第３回目は「急性腹症の

CT検査」勤医協中央病院		舩山	和光技師に講演して頂きまし

た。それぞれの会で多くの会員の参加があり、今後も読影を中

心に継続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即した研修会を企画していきた

いと考えておりますので多数の参加をお願いします。

【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

ツアーを企画しました。この企画も今年度で７回目となりまし

たが、過去６回の開催では日ハムが敗戦したことはなく、今回

も日ハム勝利を確信しておりましたが残念ながら負けてしまい、

連勝は６でストップしてしまいました。この企画は好評である

ため次年度も実施していきたいと考えております。

　第37回札放技杯野球大会は、９月15日道職員球場にてオープ

ン参加の小樽後志放射線技師会野球チームを迎えて開催予定で

したが、あいにくの雨により中止となってしまいました。次年

度は十勝放射線技師会主管で北放技全道野球大会が控えており

ますので、その予選を兼ねて実施していきたいと考えておりま

す。

　ブロック間の合同親睦事業につきましても昨年度同様活発に

行われておりました。

【情宣活動について】

　年３回発行の札放技会報（START	№ 51、52、53）は、予

定通り発行しました。原稿を執筆いただいた皆様には厚く御礼

申し上げます。

　ホームページにつきましては、今後も会員のための情報発信

源として内容の充実に向けて取り組んでいきたいと考えており

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

願いします。

　関連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連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、40施設190名の会員のご協力により準夜帯、深夜帯を通

し滞り無く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考えておりますのでご協力宜しくお願

いします。

　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25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。また今回は、長年の活動が評価され、

子ども未来局局長より感謝状を頂き、北海道新聞夕刊にも掲載

されました。会員各位に感謝申し上げますと共に今後もこの事

業を継続していきたいと考えておりますので宜しくお願いしま

す。

　今回で６年目となる札幌市立高校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。年々、放射

線技師の職業体験を希望する高校生が増加する傾向にあり、特

に今年度は女子生徒の希望が多かったようです。放射線技師の

認知度も少しではありますが、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感謝

申し上げます。

　また、札幌市医師会に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きまし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】

　各ブロック長をはじめ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、今年度から年２回の開催から１回と変更になりま

したブロック長会議ですが、各ブロックの要望の把握や意見交

換を行いました。現状では各ブロック間の活動に温度差が見ら

れるため、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考えております。

【技術支援について】

　平成25年の技術支援の問い合わせは数件ありましたが、実施

できませんでした。

　今後は会員の登録作業も含め、見直していきたいと考えてお

ります。

【最後に】

　以上、平成25年度事業の概要を記載しました。

　これからも札幌放射線技師会は会員の結束を図り、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。

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。



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	24	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	25	）

１．庶　務　部

【１】庶務報告
⑴　会員数

　本年度会員数	 725 名	（昨年度　700 名）

　（終身会員数	 16 名	）

　転入・入会会員数	 40 名

　退会会員数	 15 名

　物故会員数	 １名

　⑵　会議

定期総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回

会長・副会長会議　　　　　　　　　　　　　　　２回

理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６回

学術連絡会議　　　　　　　　　　　　　　　　　３回

庶務会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回

ブロック長会議　　　　　　　　　　　　　　　　１回

夜間急病センター出向施設代表者会議　　　　　　１回

札幌放射線技師会会報編集委員会　　　　　　　　３回

札幌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	 242 件

受信数	 58 件

⑷　印刷物

札幌放射線技師会会報（No.51、52、53）	 各 800 部

⑸　慶弔

弔　電	 6 通

⑹　各事業参加人数

平成25年

５月23日　第58回（一社）札幌放射線技師会定期総会

	 	 501 名（委任状含む）

６月13日　ブロック長会議	 11 名

６月27日　イブニングレクチャ（１週目）	 84 名

７月12日　日ハム野球観戦	 50 名

８月28日、９月18日　札幌市立高校職業体験学習

	 受入施設：７　参加校：４　　27 名（受入人数）

８月27日　イブニングレクチャ（２週目）	 78 名

８月29日　札幌市マンモグラフィ研修会	 59 名

９月19日　学術研修会	 67 名

11月２日　市民公開講座	 255 名

11月21日　普通救命講習会	 ５名

平成26年

２月６日　会員勉強会	 77 名

２月13日　夜間急病センター出向施設責任者会議

	 	 44 名

２月26日　普通救命講習会	 ９名

３月６日　イブニングレクチャ（３週目）	 80 名

３月15日　夜間急病センターCT及びCR技術研修会

	 	 20 名

【２】平成25年度（一社）札幌放射線技師会動向
平成25年

４月

11日（木）　会長・副会長会議（北放技研修センター）

15日（月）　平成24年度監査（北放技研修センター）

19日（金）　会報No.50 編集会議（北放技研修センター）

５月

９日（木）　第１回理事会（北放技研修センター）

22日（水）　会長・副会長会議（北放技研修センター）

23日（木）　平成24年度第58回定期総会・懇親会（北放技研修セ

ンター）

25日（土）　第21回北海道医療放射線界ＯＢ会（松村：サンプラ

ザホテル）

26日（日）　第69回北海道放射線技師会定期総会（札幌医大記念

ホール）

30日（木）　第 1回学術連絡会議（北放技研修センター）

６月

１日（土）　日本診療放射線技師会定期総会（松村：東京）

６日（木）　振込み用紙発送作業（北放技研修センター）

13日（木）　ブロック長会議（北放技研修センター）

24日（月）　第１回庶務会議（北放技研修センター）

27日（木）　イブニングレクチャ　１週目（富士フイルム札幌ビ

ル　会議室）

７月

１日（月）　札放技・札臨技合同企画会議（北放技研修センター）

10日（水）　第２回理事会（北放技研修センター）

11日（木）　あぜもとしょうご個人演説会（ホテルポールスター

札幌）

平成25年度　各 部 報 告
12日（金）　日ハム戦観戦ツアー（札幌ドーム）

19日（金）　札放技会報№ 51 編集会議（北放技研修センター）

31日（水）　札放技会報№ 51 発行

８月

２日（金）　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）

12日（月）　学術研修会打ち合わせ（北放技研修センター）

22日（木）　札放技・北放技合同会議（北放技研修センター）

27日（火）　イブニングレクチャ　２週目（札幌市民ホール）

28日（水）　札幌市立高校職業体験学習 1週目

29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）

30日（金）　札放技杯野球大会キャプテン会議（北放技研修セン

ター）

30日（金）　研修センター改修記念講演会（北放技研修センター）

９月

５日（木）　第２回学術連絡会議（北放技研修センター）

７日（土）　北放技第１回全道理事会（関戸：北放技研修センター）

12日（木）　第３回理事会（北放技研修センター）

15日（日）　第37回札放技杯野球大会（北海道職員球場）雨天中止

18日（水）　札幌市立高校職業体験学習２週目

19日（木）　第19回学術研修会（札医大記念ホール）

26日（木）　市民公開講座打ち合わせ（北放技研修センター）

10月

９日（水）　市民公開講座ポスター発送作業

24日（木）　会長・副会長会議（北放技研修センター）

26日（土）〜27日（日）　日放技北海道地域学術大会（札医大記念

ホール）

11月

２日（土）　市民公開講座（札医大記念ホール）

２日（土）　北海道理学療法士会45周年記念式典（松村：札幌全

日空ホテル）

21日（木）　普通救命講習会（北放技研修センター）

23日（土）　北海道大学病院放射線部開設50周年記念祝賀会（松

村：京王プラザホテル札幌）

29日（金）　第 4回理事会（富士フィルム札幌ビル　会議室）

12月

20日（金）　社会還元事業（松村、関戸：札幌市子ども未来局）

26日（木）　会報No52 編集会議（北放技研修センター）

平成26年

１月

６日（月）　会報№ 52 発送準備（北放技研修センター）

８日（水）　札幌市医師会新年交礼会（松村：札幌パークホテル）

11日（土）　札幌薬剤師会新年交礼会（松村：札幌パークホテル）

15日（水）　札放技会報　No52 発行

18日（土）　北放技全道支部代表者会議（松村、関戸、酒谷：ホ

テルライフォート札幌）

18日（土）　北放技新年交礼会（松村、関戸、酒谷：ホテルライ

フォート札幌）

18日（土）　北海道理学療法士会新年交礼会（松村：全日空ホテル）

25日（土）　小樽後志放射線技師会新年交礼会（関戸：小樽市）

30日（木）　第６回理事会（北放技研修センター）

２月

６日（木）　会員勉強会（札医大記念ホール）

13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）

25日（火）　北放技との打ち合わせ（北放技研修センター）

26日（水）　普通救命講習会（北放技研修センター）

28日（木）　夜間急病センター協力三団体役員懇談会（松村、関

戸：ホテルオークラ札幌）

３月 

４日（火）　学術及び会報№ 53 編集会議（北放技研修センター）

６日（木）　イブニングレクチャ　３週目（札幌市教育文化会館）

７日（金）　豊平・南ブロック研修会（北海道社会保険病院）

８日（土）　北放技第２回全道理事会（北放技研修センター）

13日（木）　予算編成会議（北放技研修センター）

15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）

20日（木）　第 6回理事会　（北放技研修センター）

【３】理事会報告

□ 第１回理事会

開催日時：平成25年５月９日（木）午後７時〜９時迄

場　　所：北海道放射線技師会研修センター	１階会議室

　理事18名中16名、監事２名中１名

報 告 １　会報No.50 発行報告

報 告 ２　平成24年度監査報告

報 告 ３　一般社団法人北海道放射線技師会定期総会関連報

告

報 告 ４　各部報告

審 議 １　入会、退会承認について

提案通り承認

審 議 ２　一般社団法人札幌射線技師会第58回定期総会につ

いて

役割分担決定、議長が未定のため推薦をお願いする

審 議 ３　会費未納退会者について

　　　　　提案通り承認
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審 議 ４　平成 25年度事業について

　　　　　事業スケジュールについて提案され、承認

審 議 ５　第１回学術連絡会議について

開催日時決定後、具体的検討に入ることで承認

審 議 ６　第１回庶務会議について

開催日時決定後、具体的検討に入ることで承認

審 議 ７　会報No.51 発行について

発行スケジュールについて提案され、承認

審 議 10　その他

⑴　学会派遣について（札幌市医師会）

⑵　日本診療放射線技師会総会について

□ 第２回理事会

開催日時：平成25年７月10日（木）午後７時〜９時迄

場　　所：北海道放射線技師会研修センター	１階会議室

　理事18名中11名、監事２名中１名

報 告 １　第58回定期総会報告

報 告 ２　北海道放射線技師会定期総会報告

報 告 ３　日本診療放射線技師会定期総会報告

報 告 ４　学術連絡会議報告

報 告 ５　ブロック長会議報告

報 告 ６　庶務会議報告

報 告 ７　イブニングレクチャ１週目報告

報 告 ８　札臨技合同企画会議報告

報 告 ９　各部報告

審 議 １　入会、退会承認について

　　　　　提案通り承認

審 議 ２　会員動向調査について

　　　　　データベース統合案が提案され、承認

審 議 ３　日ハム野球観戦について

　　　　　参加状況の報告がされ、承認

審 議 ４　札放技会報№ 51 について

　　　　　発行スケジュールについて提案され、承認

審 議 ５　イブニングレクチャ２週目について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ６　札放技杯野球大会について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ７　第 19 回学術研修会について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 10　その他

⑴　札幌市立高校職業体験学習について

⑵　札幌市医師会マンモグラフィ撮影研修会につ

　いて

⑶　あぜもとしょうご個人演説会について

⑷	　北海道放射線技師会研修センター改修記念講

　演会について

⑸　今後のスケジュール

□ 第３回理事会

開催日時：平成25年９月12日（木）午後７時〜９時迄

場　　所：北海道放射線技師会研修センター	１階会議室

　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No51 発行報告

報 告 ３　イブニングレクチャー２週目報告

報 告 ４　普通救命講習報告

報 告 ５　札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会報告

報 告 ６　北放技合同会議報告

報 告 ７　研修センター改修記念講演会報告

報 告 ８　会員データベース進捗状況報告

報 告 ９　北海道放射線技師会第 1回理事会報告

報 告 10　各部報告

審 議 １　入会、退会承認について

　　　　　提案通り承認

審 議 ２　札放技野球大会について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ３　学術研修会について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ４　福利厚生　慶弔について

　　　　　互助規定の改定が提案され、承認

審 議 ５　市民公開講座について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ６　学術連絡会議開催について

　　　　　会議実施スケジュールについて提案され、承認

審 議 ７　札放技会報№ 52 について

　　　　　発行スケジュールについて提案され、承認

審 議 ８　会員勉強会について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ９　北放技総会運営委員選出について

　　　　　立候補締め切り期日について提案され、承認

審 議 10　その他

⑴　事務所備品整備について

⑵　旧 PCの有効利用について

⑶　会旗更新について

⑷　各事業報告提出について

⑸　会員向けの各事業の報告

⑹　今後の日程について

□ 第４回理事会

開催日時：平成25年11月29日（金）午後７時〜８時迄

場　所：富士フイルム札幌ビル３階会議室

　理事18名中13名、監事２名中２名

報 告 １　札放技杯野球大会（H25.9.15）報告

報 告 ２　第18回学術研修会（H25.9.19）報告

報 告 ３　学術連絡会議（H25.9.12）報告

報 告 ４　市民公開講座（H25.11.2）報告

報 告 ５　社会還元事業経過報告

報 告 ６　会報No52 編集委員会報告

報 告 ７　普通救命講習（H25.11.27）報告

報 告 ８　会員データベース進捗状況報告

報 告 ９　各部報告

報 告 10　その他

審 議 １　入会、退会承認について

　　　　　提案通り承認

審 議 ２　平成26年度事業計画（案）について

　　　　　計画について提案され、承認

審 議 ３　北放技支部代表者会議（H26.1.18）について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ４　北放技新年交礼会（H26.1.18）について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ５　平成25年度会員勉強会（H26.2.6）について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ６　イブニングレクチャー３週目（H26.3.6）について

　　　　　実施要領が提案され、承認

審 議 ７　今年度残りの事業について

　　　　　計画について提案され、承認

審 議 ８　その他

⑴　各ブロック事業報告について

⑵　次年度役員について

□ 第５回理事会

開催日時：平成26年１月30日（木）午後７時〜午後８時40分迄

場　　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

理事18名中12名、監事２名中２名

報 告 １　社会還元事業報告

報 告 ２　札放技会報№ 52 報告

報 告 ３　北放技支部代表者会議報告

報 告 ４　北放技新年交流会報告

報 告 ５　各部報告

報 告 ６　その他

審 議 １　入会・退会承認について

審 議 ２　平成25年度会員勉強会について

審 議 ３　イブニングレクチャ３週目について

審 議 ４　普通救命講習について

審 議 ５　今年度残りの事業について

審 議 ６　平成26年度事業および予算計画（案）について

審 議 ７　次年度役員について

審 議 ８　会報クイズについて

審 議 ９　その他

⑴　事業報告書について

⑵　会費の督促状に関して

⑶　日本放射線技師会より給料の動向に関する調

査依頼

⑷　転勤 ･出向で札幌を離任中の会費について

⑸　委任状・総会運営方法・役員改選の不具合に

ついて

□ 第６回理事会

開催日時：平成26年３月20日（木）　午後７時30分〜９時迄

場　　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

　理事18名中８名、監事２名中２名

報 告 １　平成25年度会員勉強会報告

報 告 ２　普通救命講習報告

報 告 ３　イブニングレクチャ３週目報告

報 告 ４　北放技との打ち合わせ報告

報 告 ５　急病センター出向責任者会議報告

報 告 ６　病センター協力３団体役員懇談会報告

報 告 ７　学術・編集合同会議報告

報 告 ８　急病センター技術研修会報告

報 告 ９　各部報告

報 告 10　その他

審 議 １　入会・退会承認について

審 議 ２　平成26年度事業及び予算計画（案）について

審 議 ３　次年度役員について

審 議 ４　会報№ 53 総会特集号編集について

審 議 ５　会報クイズ抽選

審 議 ６　	今年度残りの事業について

審 議 ７　その他

⑴　第59回定期総会議長、副議長、議事録署名人

について

⑵　委任状について
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２．学　術　部

【１】第19回札幌放射線技師会　学術研修会報告

日時：平成25年９月19日（木）札幌医科大学記念ホール

講演：【腹部領域（肝臓）の画像診断】

講師：JA北海道厚生連　札幌厚生病院

	 医療技術部　放射線技術科　島崎　洋先生

	 （参加人数 67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　平成25年度　市民公開講座

日時：平成 25年 11月２日（土）札幌医科大学記念ホール

講演：【骨粗鬆症の予防と治療　あなたの骨は大丈夫ですか？】

講師：北郷整形外科医院　副院長	 髙田　潤一先生

	 （参加人数 255名）

【３】札幌放射線技師会　会員勉強会報告

日時：平成26年２月６日（木）札幌医科大学記念ホール

講演：【診断レポートの考え方】

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 77名）

【４】読影講座　イブニングレクチャー

第１回

日時：平成25年６月27日（木）富士フイルム札幌ビル３F会議室

講演：【整形外科領域の基礎〜一般撮影を中心に〜】

講師：整形外科北新病院	 岩﨑　英樹先生

	 （参加人数 84名）

第２回

日時：平成25年８月27日（火）札幌市民ホール　第１会議室

講演：【頭部救急疾患の画像診断】

講師：中村記念病院　放射線科	 尾野　英俊先生

	 （参加人数 78名）

第３回

日時：平成26年３月６日（木）札幌市教育文化会館	301研修室

講演：【急性腹症のCT検査】

講師：北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院　放射線 2科

	 舩山　和光先生

	 （参加人数 80名）

【５】普通救命講習会

第１回

日時：平成25年11月21日（木）北海道放射線技師会研修センター

	 （参加人数５名）

第２回

日時：平成26年２月26日（水）北海道放射線技師会研修センター

	 （参加人数９名）

【６】平成25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26年２月13日（木）19：00〜

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）44名

　　　（出向施設責任者：37名　自宅出向会員：１名）

【７】夜間急病センター技術研修会

日時：平成26年３月15日（土）15：00〜17：00

場所：札幌市医師会夜間急病センター

　　　（参加者：20 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

のご尽力により、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、

勉強会や懇親会が多数開催されました。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。

　変更点としては本年度より年２回開催していたブロック長会

議を１回としました。本年度の会議は６月13日に開催し、各ブ

ロックの活動状況や問題点、技師会に対する要望を報告して頂

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を共有し、ブロック活動が更に活発にな

ることを期待します。

　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

を更に強化すると共に、ブロック長会議を通して各ブロックの

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。（関戸）

平成25年度　ブロック長会議報告

　平成25年度ブロック長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25年６月13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

※　会報№ 51 参照

１．各ブロック活動報告

< 豊平・南ブロック >

平成26年１月20日（月）　ブロック会議

平成26年３月７日（金）　18:30 〜

　ブロック研修会「造影CTの有用性」

　講師　北海道社会保険病院	放射線診断科部長	杉浦　充	先生

　場所　北海道社会保険病院　講堂

< 中央北ブロック >

平成25年10月25日（金）　19時00分〜21時00分

　　　　　　　　　　　ジャスマックプラザホテル

　白石ブロックとの合同で親睦と情報交換の場として、意見交

換会を行う。中央北ブロック参加者 20名。（有川）

< 東ブロック >

　平成25年度、東区ブロックでは毎月第３火曜日に開催してい

る定例の勉強会「サードファイヤーカンファレンス」を８月、

12月を除く年間10回開催しました。カンファレンスでは、参加

している各施設から様々な話題を提供していただき、知識を深

める事ができました。また、１月15日（火）に恒例の東区ブロッ

ク新年会を開催し、参加した25名で新年を祝い楽しく交流しま

した。（黒下）

< 北ブロック >

　平成25年度の活動実績は無し。

< 中央南ブロック >

　平成25年度の活動実績は無し。

　但し、次年度に勉強会開催に向け打ち合わせ（予定）

< 白石ブロック >

平成25年５月13日（月）　役員会

　　　　９月27日（金）　役員会

　　　　10月25日（金）　中央北・白石ブロック合同ボウリング

　　　　　　　　　　　大会＋懇親会

ボウリング：オリンピアボウル

懇親会：ジャスマックプラザホテル

合計20名参加

　毎年行っていたブロック勉強会と新

年会は日程が合わず開催できませんで

した。

< 厚別・清田ブロック >

平成25年５月７日　幹事会　平成25年度活動計画決定

	 	 出席	８名

平成25年６月25日　第12回AKミーティング　一般発表３演題

	 	 出席	35名

	 話題提供

	 ・フィリップス最新MRI 使用経験

	 	 NTT東日本札幌病院　佃　技師

平成25年９月２日　勉強会　テーマ「FPDについて」

	 	 出席	36名

	 ・メーカー発表および実機デモ

	 　FPD搭載ポータブル装置　島津メディカル

	 ・ユーザー発表

	 　コニカ FPD使用経験　　	羊が丘病院

平成25年10月22日	 幹事会　ボーリング大会打ち合わせ

	 	 出席	７名

平成25年11月14日	 第12回ボーリング大会	 参加 23名

平成26年３月18日	 第13回AKミーティング　一般発表３演題

	 	 出席	29名

	 特別講演　平成26年度診療報酬改定について

	 講師　富士フイルムRIファーマ㈱

	 	 河合	駿佑　先生

２．札放技会報「START」の定期刊行

　⑴　会報「START」第51号

　　　平成25年７月31日付発行

　⑵　会報「START」第52号

　　　平成26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51・52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。

３．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。

４．札放技会員向けソーシャルネットワーキングサービスについて

　当会では、facebookとtwitterで札幌放射線技師会ページを公

開しております。その内容は当会がおこなう勉強会、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

５．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25年度札幌放射線技師会

の動向」の項をご参照ください。
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４．福利厚生部

【１】事業報告

⑴　第38回札幌放射線技師会杯野球大会

　平成25年９月15日（日）を予定していましたが、雨天の
ため中止となりました。

⑵　北海道日本ハムファイタ－ズ観戦ツア－

　平成25年７月12日（金）
　６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。
　試合は千葉ロッテに１－４で敗戦。残念ながら観戦ツア
ー開始以来続いていた連勝記録が止まってしまいました。

【２】平成25年度　共済給付報告

平成25年10月25日平成25年８月26日

平成25年10月25日

吉井　勇次

箱石　　卓

大坪　洋輔

ご結婚（祝い金）　　３名

平成25年10月18日 大川　哲史

お見舞い（給付金）　　１名

平成25年６月27日

平成25年８月８日

平成25年10月28日

平成26年２月14日

平成25年４月20日

平成25年５月５日

平成25年６月18日

平成25年６月20日

目谷　　睦

佐藤　　眞

伊原　康二

伴　　伸次

父

母

母

父

母

母

父

母

表　　英彦

天野　周一

表　　英彦

鹿野　光夫

お悔やみ（弔慰金）　　８名

６．社会還元事業

　平成25年12月20日（金）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。

　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。

７．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	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いと考え

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。

野球同好会

【１】活動報告

　平成25年９月15日に札幌放射線技師会野球大会予定でした、
同好会混成チーム　イチャモンズは SAP48	TEAM	J と第一試
合からの対戦予定でしたが、当日、早朝の豪雨により止む無く
中止となりました。今回は小樽支部も参加していただき、大会
を盛り上げていただくはずでしたが、大変残念な結果でした。
　キャプテン会議にわざわざ出席して頂いた小樽支部　阿部監
督にも大変申し訳ない結果となりました。
　来年度は十勝支部主催の全道大会が開催予定なので同好会の
新メンバー加入と活躍に大いに期待しています。

　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。

【２】名簿

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

岡田　直也

藤原　健祐

石坂　欣也

野畑　圭亮

安渡　大輔

青池　拓哉

酒谷　　隆

青木　裕幸

高野　泰輔

星野　広史

JCHO札幌北辰病院

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

JCHO札幌北辰病院

手稲渓仁会病院

脳神経・放射線科クリニック

日本福祉看護・診療放射線学院

北海道大学病院

北海道大学病院

北海道大学病院

北海道大学病院

北新病院

手稲渓仁会病院

北楡病院

JCHO札幌北辰病院

部　長

監　督

主　将

役　職 背番号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

８

30

10

　

１

18

24

　

　

５

氏　　名 施　　　設　　　名
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平成26年度事業計画（案）

平成26年度 予 算（案）

自　　平成26年４月１日

至　　平成27年３月31日
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平成26年度 事業計画（案）

Ⅰ【基本方針】

　平成22年４月に厚労省より発出された「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」の中で、医療スタッフ

の所属医療機関のみならず職能団体、つまりわれわれ放射線技

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、複数の職種と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、また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」を実現させるため

資質の向上が必要不可欠なため、当会としては研修事業を中心

に事業を展開してまいりました。

　また、定款に記載してあるとおり当会の最大の目的は、「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。

　これらのことを踏まえて、平成26年度の事業計画として以下

の４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26年度も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つつ、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、他職

種と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実施して

いきます。

３．普通救命講習会の開催

　一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。昨年は他職種の方の参加もあり、市民が安心安全な日

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本年度も複数回の開催を計画し、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

　例年当会から札幌市医師会が主催するマンモグラフィ撮影

技師研修会へ講師を派遣していますが、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

として装置及び撮影線量の管理は重要な業務です。

　昨年は参加施設にアンケート調査（START	№52参照）をし、

施設の状況を把握したので、本年度は各施設において平均乳

腺線量を測定し、適正な管理ができるよう援助していきます。

５．日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）マンモグラ

フィ講習会の開催

　精中機構主催のマンモグラフィ講習会は２年に１度札幌に

おいて開催されておりますが、毎年開催してほしいとの会員

の声があり、また精中機構からの要請もありましたので、当

会としては初めて精中機構と共催で、マンモグラフィ講習会

を開催します。

　【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、当会定款に記載してあるとお

り、地域住民の健康保持増強に寄与し、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。

　平成23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
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務めていきたいと思います。

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

　札幌市医師会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10年目となり、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、昨年一般撮影装置の線量測定を実施しましたが、本

年度はCT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

　社会還元事業として平成元年より取り組んでおります里親

制度充実のための札幌里親会への寄付は、昨年度25年目を迎

えました。寄付当日は北海道新聞の取材があり、当会の事業

が市民に広く紹介されました。この事業は今年度も継続させ

て頂きます。

　会員の皆様には長年にわたりこの事業に賛同して頂きあら

ためて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年から実施しており

ますが、本年度も継続して行っていきます。

　【組織強化事業】

１．財務

　昨年度の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、会費納入率80％を加味した予算と

し、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

　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、会員データーベースの整備が必要となりましたので、昨

年、数年ぶりの会員動向調査を行いましたが、執行部の不手

際により会員の皆様にご迷惑をおかけしました。しかし皆様

のご協力により現在のデーターベースの問題点等が分かりま

したので、早急に新たなデーターベースの構築を行ってまい

ります。

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。

昨年実施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。

　会員皆様への定期的な情報提供の場として、年３回の会報

を発行しました。今年度も、報告事項等はホームページに掲

載し学術ページの充実を図ってまいります。

　ホームページにつきましては、逐次、内容の更新を図り、

各ブロックのホームページを含めてさらに内容充実を図って

いきます。

　スマートフォンやタブレット端末の普及によりFacebook、

Twitter 等ソーシャルネットサービスから当会の最新情報を

共有できる体制を構築しています。今年度は研修会・勉強会

の様子等もリアルタイムで発信するつもりですのでご利用お

願いします。

　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６月15日（日）に帯広市にお

いて全道大会が開催されますので、例年より早い時期ですが

６月１日（日）に開催します。多くのチームの参加お待ちして

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26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）関連団体との合同企画の実施（市民公開講座、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

７）精中機構マンモ認定技師講習会の開催

３．情報企画部
１）札放技会報の定期刊行（会報No.54、55、56）
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26年度事業計画（案）

平成 26 年６月１日（日）
６月11日（水）
６月12日（木）
６月26日（木）
７月11日（金）
７月31日（木）
８月21日（木）
８月27日（水）
８月28日（木）
９月18日（木）
10月15日（水）
11月８日（土）
11月中旬　　
12月４日（木）
12月15日（月）
12月31日（水）

平成27年２月５日（木）
２月18日（水）
２月19日（木）
２月26日（水）
３月14日（土）
４月30日（木）
５月14日（木）

札放技杯野球大会
普通救命講習会（１回目）
ブロック長会議
イブニングレクチャ（１週目）
札幌ドーム観戦ツアー（対ソフトバンク）
札放技会報第54号発行
普通救命講習会（２回目）
イブニングレクチャ（２週目）
札幌市マンモグラフィ撮影技師研修会
学術研修会
普通救命講習会（３回目）
市民公開講座
精中機構マンモ認定技師研修会
普通救命講習会（４回目）
社会還元事業
札放技会報第55号発行
会員勉強会
普通救命講習会（５回目）
夜間急病センター出向施設責任者会議
イブニングレクチャ（３週目）
夜間急病センター技術研修会
札放技会報第56号（総会特集号）発行
第60回定期総会

（実施月日は、あくまでも予定です）
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平成25年度会員動向
新入・転入会員

及川　大輔	 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

大橋　芳也	 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

今井　達也	 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

柳田　美香	 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

藤田　紘弥	 市立札幌病院	 060-8604　札幌市中央区北11条西13丁目１－１

島田　英明	 市立札幌病院	 060-8604　札幌市中央区北11条西13丁目１－１

境　　英承	 市立札幌病院	 060-8604　札幌市中央区北11条西13丁目１－１

岸田　一秀	 市立札幌病院	 060-8604　札幌市中央区北11条西13丁目１－１

筒井　春花	 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

菊池　雅人	 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

五十嵐卓也	 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院	 004-0041　札幌市厚別区大谷地東１丁目１－１

高橋健太郎	 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院	 004-0041　札幌市厚別区大谷地東１丁目１－１

大坪　洋輔	 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

石本　博基	 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

川上　智浩	 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

秦野かおり	 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

藤島　妙子	 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

山下　耕司	 特定医療法人　柏葉脳神経外科病院	 062-8513　札幌市豊平区月寒東１条15丁目７－20

佐々木直親　	 特定医療法人　柏葉脳神経外科病院	 062-8513　札幌市豊平区月寒東１条15丁目７－20

高橋　真奈	 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

長野　康太	 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

秋田谷恵里	 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

川鍋　和美	 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

平山　博之	 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

小笠原克彦	 国立大学法人　北海道大学大学院　保健科学研究院	 060-0812　札幌市北区北12条西５丁目

宮本　崇史	 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院	 065-0033　札幌市東区北33条東13丁目３－21

志村　　正	 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院	 065-0033　札幌市東区北33条東13丁目３－21

菊地　大介	 公益財団法人　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

小林　　花	 公益財団法人　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

清水　崇広	 宮の沢総合クリニック	 063-0826　札幌市西区発寒６条13丁目１－22

安井　佑樹	 仁陽会　西岡第一病院	 062-0033　札幌市豊平区西岡３条６丁目８－１

松井　猛英	 社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協札幌西区病院	 063-0061　札幌市西区西町北19丁目１－５

伊藤　翔一	 江別市立病院	 067-8585　北海道江別市若草町６の１

中澤　勇気	 医療法人　記念塔病院	 004-0004　札幌市厚別区厚別東４条３丁目３－６

蛯名　慶也	 ＫＫＲ札幌医療センター斗南病院	 060-0001　札幌市中央区北１条西６丁目

石井　優貴	 医療法人社団　札幌優翔館病院	 002-8043　札幌市北区東茨戸２条２丁目８番25号

佐々木卓也	 医療法人社団札幌循環器クリニック　札幌循環器病院	 060-0011　札幌市中央区北11条西14丁目29－15

橋本　　勉	 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

小野はるな	 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

佐藤　礼奈	 自宅



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	44	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	45	）

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

一般社団法人札幌放射線技師会

定款・諸規定
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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
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（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

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、
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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、定時総会で承
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。

総 会 議 事 規 程

平成24年４月１日　制　　定

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
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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

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。
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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。

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。
３．この規程は平成25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。
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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

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

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
平成25年９月12日　一部改定

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）
⑴　香典　　金　20,000 円
⑵　弔電
⑶　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。
２　次に該当する会員の家族が死亡したときは、弔電・生
花等を贈呈する。（様式６号）
⑴　配偶者・子
⑵　実父母
⑶　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）

３　家族葬の場合は、弔電・生花に変わり一律 10,000円を
贈呈する。

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。
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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。

３．この規程は平成25年９月12日から施行する。

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　一部改定
平成24年４月１日　一部改定

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。
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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．この規程は平成14年４月25日より施行する。
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。

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　一部改定
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

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



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	62	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	63	）

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。

４．この規程は平成25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　一部改定

（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。

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
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（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

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。



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	66	）

The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2014.4.30   No.53

（	67	）

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。

各種申請書等

・様式１号～様式６号

・技術支援関連書類

※　様式はホームページからもダウンロードできます。
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日本診療放射線技師会

厚生労働省　第　　　　　号　　平成　　年　　月　　日
卒業または終了年月　　　　　　平成　　年　　月

入 会 申 込 書

様 式 １ 号 ※　受付年月日　　　　年　　　月　　　日
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退 会 届 用 紙

様 式 ２ 号
※　受付年月日　　　　年　　　月　　　日

様 式 ３ 号
※　受付年月日　　　　年　　　月　　　日

会 費 免 除 申 請 書
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結 婚 祝 金 申 請 書

様 式 ４ 号
※　受付年月日　　　　年　　　月　　　日

傷病見舞金申請書

様 式 ５ 号

※　受付年月日　　　　年　　　月　　　日
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弔 慰 金 申 請 書

様 式 ６ 号
※　受付年月日　　　　年　　　月　　　日

NO.
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