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南半球の低緯度オーロラ（撮影  AURORA DANCE 中垣 哲也 氏）
2015年4月ニュージーランド南島。強烈な太陽活動は地球に磁気嵐を起こし、まれに中緯度地方まで夜空を赤く染める。

平成27年度　定期総会特集号
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委任状の提出について（お願い）

　来る５月12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27年度　定時総会
日時：平成28年５月12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条による定時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 五苑セブン
イレブン

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、皆様ますますご清栄のこととお慶
び申し上げます。
　会員の皆様には日頃より当会の事業に対し、絶大な
ご協力を戴き厚くお礼申し上げます。
　最近の話題と言えば、３月26日に北海道と本州を結
ぶ北海道新幹線がついに開通致しました。これで本州
からの観光客が、函館駅や近隣の北斗市の新函館北斗
駅、青森県内等にも観光施設を目的にますます来て、
にぎわいをもたらしてくれることを期待しています。
ところが実際の乗車率は、新幹線が函館どまりのため
37%台と厳しく、我々としては早く新函館－札幌間ま
での開業が望まれます。
　今回この函館の地において第33回日本診療放射線技
師学術大会が、平成29年９月22日（金）〜24日（日）まで
開催されることになりました。本州の皆様方には、ぜ
ひこの機会に北海道新幹線で函館に足を運んで戴き、
学会が大成功をすることを望んでおります。当会とし
ても、一支部として学術大会への協力を行っていきた
いと考えております。

　昨年度の当会創立60周年記念事業で記念講演会、記
念式典、祝賀会を開催致しました。
　記念講演会では、元日本ハムファイターズ投手、現
在野球解説やスポーツコメンテーターとしてメディア
でご活躍されております岩本	勉	氏を招いて開催致し
ました。『人生の壁を乗り越える、人との出会いと救
いの言葉』と題して、人生における自身が野球を通し
て学んだことや人との出会いの重要性について、非常
に役立つお話をして頂きました。
　その後の記念式典における表彰、祝賀会も無事終了
することができ、役員一同、安堵しているところです。
　当会は、昭和30年７月30日に札幌市内の診療放射線
技師70名が集結し、札幌市エックス線技師会として発
足しました。
　今回の節目でもある60周年を迎えた現在、会員数は
約10倍近くの 679名になりました。これもひとえに長
年にわたる先輩方の会への功績に感謝をするとともに
これからも魅力ある技師会になるように役員一同活動
を行っていきたいと思います。

　診療放射線技師においては、業務範囲を見直し、そ
れに伴う統一講習会が平成27年度から開催されており
ます。今後も日本診療放射線技師会の事業として、全
国統一講習会が、札幌を含め道内の各支部において約
９回程開催される予定です。

　今年度も当会としては、札幌市民および地域に貢献
する医療団体として事業を展開していきたいと考えて
おります。その中でも特に札幌市医師会夜間急病セン
ターへの技術協力は今後も継続していきますので、会
員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。３月下旬
には、急病センターに新しいＸ線撮影装置、CR装置（コ
ニカ）が導入され、今後は、PACSの導入も予定され
ていますので宜しくお願い致します。

　学術関連事業においては、年３回開催の画像診断の
読影を中心としてイブニングレクチャー、オーディエ
ンスシステムを使用した症例検討会である学術研修会、
会員勉強会で年５回を開催する予定です。今迄の学術
事業において、毎回会員皆様の協力を得てアンケート
を取っていますので、できるかぎり会員の要望の多い
内容をテーマに開催していきたいと考えております。

　福利厚生事業においては、毎年好評である日本ハム
観戦ツアーを開催していますが、今年度も開催致しま
す。ぜひ会員の皆様、家族の皆様をお誘いの上奮って
参加の方を宜しくお願い致します。
　昨年度中止になりました札幌放射線技師会野球大会
ですが、今年度は全道野球大会が行われますので開催
致します。多数のチームの参加を心からお待ちしてお
ります。

　これからも札幌放射線技師会は、職能団体としてだ
けではなく、会員のために診療放射線技術の向上や地
域に貢献する医療団体として盛り上げていきたいと考
えております。会員の皆様には、引き続き当会の事業
にご理解とご協力を頂きますよう、これからも宜しく
お願い致します。

巻　頭　言

事 業 を 振 り 返 っ て
一般社団法人	札幌放射線技師会	副会長　　　大 元 秀 近
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平成28年度　第1回イブニングレクチャー
整形外科のＸ線単純撮影 〜 腰椎撮影を考える 〜
講　師：特定医療法人		朋仁会		整形外科北新病院　放射線科　酒谷　隆　先生

日　時：平成28年６月16日（木）19：00 〜

場　所：札幌市教育文化会館　４Ｆ講堂（札幌市中央区北 1条西13丁目）

参加費：会員＝無料　非会員：500 円　

※　技師会ポイントの対象となります、会員カードを必ずお持ちください。

Information

平成28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。日程等詳細は、会報同封のポスターを
ご覧ください。受講者には札幌市消防局発行の修了証をお渡しいたします。

ご存知
ですか？ それが　CPR（心肺蘇生）
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第3回 札幌放射線技師会マンモグラフィ技術講習会のご案内

一般社団法人　札幌放射線技師会マンモグラフィ講習会事務局

　札幌放射線技師会では、昨年度に引き続き、標記講習会をNPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（以下、

精中機構）との共催にて開催いたします。講習会内容は、精中機構・教育委員会認定プログラムに準じており、

講習終了後、個人評価試験（読影・筆記）を行います。日程および申し込み方法は以下の通りです。開催日に

つきましては急遽変更となることもありますので、当会ホームページ（http://www.hok-art.or.jp/sapporo）また

は精中機構のホームページ（http://www.qabcs.or.jp/）にてこまめにご確認くださいますようお願いいたします。

１．日程および開催会場

　　日時：平成28年９月24日（土）・25日（日）

　　会場：公益財団法人	北海道対がん協会札幌がん検診センター　〒065-0026	札幌市東区北26条東14丁目１－15

２．講習内容

　　講　義：乳がんの臨床・病理　読影　マンモグラフィの基礎

　　実　習：読影　撮影法　受講者持参の臨床画像評価　品質管理

　　個人評価試験（読影　筆記）

３．募集人数　				50名　（更新講習対象者含む）

　定員以上の申し込みがあった場合は事務局にて選考させていただきます。また応募人数が30名以下の場合

には開催を中止することがございますのでご了承ください。

　今回開催する講習会では更新講習対象者も若干名受付いたします。

４．申込受付期間、申込方法

申し込み期間：平成28年６月１日～７月１日　		7/1 消印有効（期日厳守）

申込方法：当会ホームページより要綱・申込用紙をダウンロードし、下記の問い合わせ先に郵送して下さい。
必ず宛名に「マンモ講習会受講希望」と明記してください。
申込記載内容に不備がある場合、申し込みをお受けできない可能性がありますのでご注意下さい。
また受講票の郵送先は原則として「勤務先」となりますが、郵送希望先が勤務先と異なる場合は、
連絡欄にその連絡先を必ず記入してください。
※　申込時にいただいた個人情報は本講習会以外の目的では使用いたしません

５．受講可否の連絡

申し込み締め切り後、平成28年７月10日前後までに受講の可否を連絡いたします。

６．受講料

　　◦札幌放射線技師会、北海道放射線技師会、日本診療放射線技師会

　　　いずれかの技師会に所属している診療放射線技師	 ￥20,000-
　　◦日本放射線技術学会にのみ所属している診療放射線技師	 ￥20,000-
　　◦上記、いずれの団体にも所属しない診療放射線技師	 ￥35,000-

※１　受講者の旅費、宿泊費および講習期間中の昼食代は各自負担となっております

※２　受講料振込後の返却はできませんのでご承知下さい

※３　更新講習対象者の受講料も上記条件に準じる
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７．募集に関する注意事項

　申し込むにあたり、事前に「よくある質問」をご覧ください。また北海道（札幌）では７月に更新講習会が

実施される予定です。更新講習受講を希望される方は可能な限り、７月札幌にて開催される更新講習会を受

講していただきますようお願いいたします。７月開催の更新講習会の詳細につきましては、NPO法人日本乳

がん検診精度管理中央機構のホームページ（http://www.qabcs.or.jp/）をご覧ください。また前回の講習会

受講、評価試験から６ヶ月経過していない方は今回の講習会は受講できませんのでご注意ください。定員を

超える申し込みがあった場合、事務局にて選考させていただきますことあらかじめご了承ください。受講権

利の譲渡、代理人による受講は認めません。

　受講料の振り込みにつきましては、受講可否の連絡の際にご案内いたします。受講可否の連絡後、期日ま

でに受講料の振り込みがない場合にはキャンセルしたものと見なしますのでご注意ください。

　他団体主催の講習会と併願している場合、当会の受講決定までに他団体主催での受講が決まった時には必

ずご連絡ください。

■	本講習会に関する問い合わせ先

　　　公益財団法人　北海道対がん協会札幌がん検診センター　放射線技術部内

　　　札幌放射線技師会マンモグラフィ講習会事務局　　担当：寺田	武司

　　　　TEL：011-748-5511　FAX：011-748-5512　E-mail：sapporomammo@gmail.com

　恐れ入りますが、お問い合わせはなるべくメールにてお願いいたします。ただし受講の可否、選考基準に

関するお問い合わせはお答えできませんのでご了承ください。

【開催会場地図】

地下鉄東豊線「元町駅」２番出口より徒歩５分
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日　時：平成28年９月24日（土）〜９月25日（日）

会　場：北海道対がん協会　札幌がん検診センター　〒065-0026　札幌市東区北26条東14丁目1-15

札幌放射線技師会マンモグラフィ技術講習会プログラム（案）

平成28年９月24日（土）　第１日目

08：15〜08：50　　　受付　北海道対がん協会　札幌がん検診センター１F　総合受付

08：50〜09：00　　　開講式

09：00〜10：00　　　講義 1	『マンモグラフィの基礎』

10：05〜11：05　　　講義 2	『読影の基礎とカテゴリー分類』

11：10〜12：00　　　講義 3	『乳がんの臨床と病理』

12：00〜12：50　　　昼食

12：50〜13：40　　　グループ講習１　読影実習とポジショニング

13：40〜14：30　　　グループ講習２　読影実習とポジショニング

14：30〜14：40　　　移動

14：40〜15：30　　　グループ講習３　読影実習とポジショニング

15：30〜16：20　　　グループ講習４　読影実習とポジショニング

16：20〜16：30　　　休憩

16：30〜17：10　　　グループ講習　班別実習１

17：20〜18：30　　　グループ講習　臨床写真評価

18：30〜18：40　　　オリエンテーション　解散

平成28年９月25日（日）　第２日目

08：15〜08：50　　　受付（１F総合受付）

08：50〜09：40　　　グループ講習　班別実習２

09：40〜09：50　　　移動（休憩）

09：50〜10：40　　　グループ講習　班別実習３

10：40〜11：30　　　グループ講習　班別実習４

11：30〜12：20　　　昼食

12：20〜12：30　　　試験説明

12：30〜13：30　　　読影テスト（40症例）

13：30〜13：50　　　読影テスト見直し・休憩

13：50〜14：50　　　筆記試験（説明10分・試験50分）

14：50〜15：20　　　休憩・アンケート記入

15：20〜15：40　　　閉講式『講評』　受講修了書授与

＊ポジショニング実習を行いますので身軽な服装で受講下さい。
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆　よくある質問　◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Q　定員を超えた場合はどのような基準で決めるのですか？
A　札幌放射線技師会にて選考基準を決めております。その基準に従ってマンモグラフィ講習会事務局にて受講

生を選考いたします。選考基準につきましてはお答えすることができません。

Q　施設内で複数人受講を希望していますが、１名のほうがよいですか？
A　受講を希望される方はぜひ申し込んでいただきたい。ただし、定員を超えた場合は選考基準に従って選考い

たします。１名のほうが有利、複数は不利ということはありません。

Q　要項・申込用紙が手に入らない場合、どのように申し込みしたらよいでしょうか？
A　当会のホームページから要綱・申込用紙をダウンロードするか、下記の事務局までお電話もしくは Eメー

ルにてご連絡ください。申込書類をお送りいたします。

　　問い合わせ先：〒065-0026		札幌市東区北26条東14丁目 1-15

　　　　　　　　　　　　　　北海道対がん協会　札幌がん検診センター　放射線技術部

　　　　　　　　　　　　　　担当：寺田　武司まで

　　　　　　　　　　　　　　TEL：011-748-5511		　E-mail	:	sapporomammo@gmail.com

Q　所属施設（勤務先）が札幌以外のため札幌放射線技師会に所属していませんが申し込みはできますか？
A　札幌放射線技師会に所属していなくても申し込みは受付いたします。ただし定員を超える希望があった場合

は、事務局にて選考させていただきます。選考基準につきましてはお答えできません。

Q　道外から応募します。受講できますか？
A　申し込みは受け付けいたします。ただし定員を超える希望があった場合は、事務局にて選考させていただき

ます。選考基準につきましてはお答えできません。

Q　すでに認定を取得しており、更新講習対象ですが更新講習として受講できますか？
A　今回の技術講習会では、若干名ですが更新講習受講希望者を受け付けます。ただし定員を超える申し込みが

あった場合は事務局にて選考させていただきます。

　　また更新講習は，現在「精度管理認定」と「精度管理を含む撮影技術認定」の二本立てとなっております。

「精度管理を含む撮影技術認定」として更新を希望される場合、臨床画像の提出が必要となりますが、今回の

講習会ではハードコピー（フィルム）による臨床画像を持参できる方に限らせていただきます。ただし、ど

うしても所属施設の都合でソフトコピー（DICOM）形式でしか出力（提出）することができない場合は、申

込時の「連絡事項」にその旨をご記入下さい。事務局にて検討させていただきます。（ご要望に沿えないこと

もございますので、その場合はご容赦下さい）　なお、臨床画像を必要としない「精度管理認定」希望者も受

付いたします。

Q　更新講習としての申し込みですが、講習は１日でしょうか？
A　今回のように技術講習と一緒に開催する更新講習は実習を含めて「２日間」受講していただきます。
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Q　臨床画像を持参できません。持参できなければ受講できませんか？
A　臨床画像を持参できなくても受講は可能です。

Q　勤務している施設がフィルムレスのためフィルムによる臨床画像を持参できません。DICOMデータでの臨
床画像持参は可能ですか？

A　DICOMデータによる臨床画像の持参はお断りさせていただきます。極力、臨床画像はフィルムでの持参を

お願いいたします。ただ近年フィルムレス環境の施設が多くなっています。フィルムレス環境の施設に勤務

されている方に限り、Microsoft	PowerPoint（2007以降のVersion）を使用して JPEG画像を左右のMLO画像

を一対として１枚のスライドにし、所属施設名と受講者氏名を表記したスライドを１枚加えて、CD-R に焼き

付けてご持参ください。持参画像の有無、フィルム or	CD-R（PowerPoint によるスライド画像）の調査は受

講者決定後、改めて意向を調査させていただきます。また、大変申し訳ございませんがCD-R による臨床画像

持参は機材の都合で、人数制限させていただくことがございますのでご了承ください。ただし、更新講習対

象者はこの JPEG形式での持参は認められませんのでお間違えのないようにお願いいたします。

Q　申し込み期日を過ぎて申し込みをしました。受け付けてくれますか？
A　原則として、期日を過ぎてからの申し込みは受け付けません。

Q　受講料を振り込み期日までに入金できません。受講権利は取り消されますか？
A　諸事情で振り込みが遅くなる場合は、必ず期日前に事務局へ連絡してください。連絡なく期日までに振り込

みがなかった場合には、受講する意思がないものとみなし受講権利を取り消しとさせていただきます。

Q　勤務している施設に撮影装置がありません（現在撮影に携わっていない）が受講できますか？
A　受講を希望される方は申し込みをお願いいたします。

Q　現在、勤務しておりません。その場合でも受講できますか？
A　受講を希望される方は申し込みをお願いいたします。

Q　前回の講習会（またはランクアップ試験）受講から６ヶ月経過していません。申し込みできますか？
A　NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構では、次回受講までに６ヶ月以上期間を開けることが定められて

おります。講習会受講者決定後、日本乳がん検診精度管理中央機構事務局に名簿を提出し、受講履歴を精中

機構のデータベースにより照合いたしますので、前回受講から６ヶ月以上経過していない方の申し込みはご

遠慮願います。

Q　受講するつもりで準備をしていましたが、急に都合が悪くなり受講できなくなりました。同じ施設の同僚に
受講権利を譲りたいのですが可能でしょうか？

A　受講者の判断で受講権利を譲渡することはできません。受講できなくなった場合、次の受講者選定に関しま

しては事務局で決定させていただきます。都合により受講できなくなった場合には必ず、事務局にご連絡くだ

さい。また、受講料振込後のキャンセルであっても、受講料の返却は致しませんのでご了承下さい。
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【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。

変更・退会届提出のお願い
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　平成28年２月４日（木）19時よ
り、札幌市教育文化会館４F	講
堂において第３回イブニングレ
クチャーを開催いたしました。
今回、技師会としては10数年ぶ
りに「胃バリウム検査」をテー

マに、講師として船員保険北海道健康管理センター	
放射線科の高橋伸之先生に『今、胃バリウム検査に求
められること』と題して講演をいただきました。
　講演内容は、基準撮影法の解説、がん症例を教材に
動画を用いて所見の捉え方、背景胃粘膜の状態から
H.Pylori 感染の有無を考慮した撮影に臨む最近の潮流、
そして昨年５月に発生した胃バリウム検査での死亡事
故をうけ、改めて安全に胃Ｘ線検査を実施するための
逆傾角度や自動肩当て機の装着、検査後のバリウム排
泄をうながす受診者への説明まで多岐にわたって詳細
にわかりやすく解説していただきました。
　終了後のアンケートでは、「第２弾を」の要望もあ
りました。
　現在、「胃バリウム検査」の検査件数が極端に減って
いる現状であり参加人数が心配されましたが、約90名
の参加をいただき、ありがとうございました。

平成27年度 第3回イブニングレクチャー 報告
理 　 事  　寺 田 武 司

　平成28年２月25日（木）19：00より札幌医大記念ホー
ルで開催された平成27年度会員勉強会を行いました。
　「救急領域における読影セミナー」と題しまして、放
射線技師の目線で、札幌医大の２名の救急に携わって
いる医師に講演していただきました。
　まず頭部領域は宮田	圭先生に、救急領域における頭
部領域の画像診断について、実際のCT、MRI 画像を
元に、読影のポイントをお話しいただきました。かな
りグロテスクな画像もありましたが、「現在は回復し
元気です」というコメントに会場の皆さんも安心した
事と思います。
　また柿崎隆一郎先生は、PAN-SCAN	CTの有用性に
ついてご講演下さいました。短時間で、広範囲のCT
画像が、救急領域においては必要不可欠であり、札幌
医大を例に挙げての実際の症例についてご講演下さい
ました。約70名の会員の参加があり、救急を行ってい
ない会員も多く参加してくださり、放射線技師として

の救急領域における役割を十分理解して下さったので
はないかと思います。

平成27年度 会員勉強会 報告
理 　 事  　西 原 　 徹

◀講師の高橋伸之先生

講
師
の
宮
田	

圭
先
生
㊨
、
柿
崎
隆
一
郎
先
生
㊧
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　去る３月24日、25日に札
幌市医師会夜間急病センタ
ーの一般撮影装置（東芝メ
ディカルシステムズ：KXO-
50SS）とCR装置（コニカミ
ノルタヘルスケア：REGIUS	
MODEL210、CS-7）が更新
されました。
　現在、両装置は順調に稼
働しております。
　据付工事期間中、ご協力頂いた出向会員の皆さまに
は、この紙面を借りて感謝申し上げます。

夜間急病センター一般撮影装置、CR装置更新
副会長（夜間急病センター担当） 　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。
今年、旭川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
コニカミノルタヘルスケア	CS-7

コニカミノルタヘルスケア
REGIUS	MODEL210

東芝　KXO-50SS
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　学術研修より平成28年２月25日に実施した「救急領
域における読影セミナー」研修会における皆様からの
アンケート結果をご報告いたします。アンケートの項
目内容については昨年同様となっており、年齢、所属
エリア、講演会内容の理解度、読影レポートの有無、
などが主となっております。
　まず今回回答いただいた人数ですが、35名でした。
その内訳を図１に示します。
　男性が30名、女性が５名の参加（いずれもアンケー
ト回収人数での算出）となっております。また図２は
所属されている区やエリア別と年齢群との関係をモザ
イク図で表示したものになります。
　今回開催した場所が札幌医科大学記念ホールという
ことで中央区での開催でしたが、中央区の方以外（厚
別・清田、白石、西・手稲）の参加者の方も多くみら
れ、講演内容によるところであると考えられます。ま
た付随してこの研修会をどのように知ったかについて
まとめてみると（図３）案内文章によるものがほとん
どで、次に会報による告知が続きました。
　次に研修会のタイトルにもあります「読影に関する
項目の読影レポートの記入の有無」についてですが、
図４を見ていただくと分かりますが、７名の方は記入
あり、25名の方は記入なし、との結果でした。アンケ
ート回収内での結果ではありますが、割合としてレポ
ート記入は少ない、という結果となりました。
　最後に、今後実施してほしい企画内容について（複
数回答可）ですが、一般撮影、その次にCT、MRI と続
く結果となりました。昨年同様、CTとMRIに関する要
望が多い結果が出ておりますが、それ以上に一般撮影
の要望が多くでており、次年度以降検討すべき内容と
思われます。以上が研修会のアンケート要約となります。
　最後に、研修会のアンケートにご協力いただきまし
た会員の皆様、また研修会開催のためご協力をいただ
きました方々にこの書面をお借りし、御礼申し上げま
す。誠にありがとうございました。
　新たに今年度もスタートいたしました。皆様のご意
見をもとに研修会の企画立案を進めてまいりますので、
今後とも何卒宜しくお願いいたします。

アンケート集計結果・考察
理 事  　菊 池 明 泰

図１　人数分布（男女別）
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図 2　年齢群と所属の関係

図３　所属エリアと情報源の関係
CT MRI

4

5

図４　レポート記入の有無

図５　今後企画してほしい内容
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　急性腹症とは、手術などの迅速な対応が必要な急性
腹部（胸部等も含む）疾患であり、急速な病状悪化を
防ぐために迅速かつ的確な病態の解釈と緊急の処置を
要する疾患群として対応しなくてはならない1）。近年、
急性腹症を呈する疾患群の診断は画像診断の進歩によ
り比較的容易になってきている2）。特にCTの役割は重
要で、急性腹症診療ガイドライン2015では、すべての
急性腹症患者が、その適応となりえるとしている。
　今回は、急性腹症のCTについて、撮影や読影など
のポイントを、2015年９月17日に札幌医科大学記念ホ
ールにて、急性腹症のCT	“Q	&	A”として講演した内
容に従って述べる。本研修会は、オーディエンスシス
テムを用い、症例を提示して参加者に疾患名などを答
えていただく形式で行った。したがって、系統だった
話になっていないことをご容赦願いたい。

Ⅰ．参加者の背景
　研修会の参加者の背景について、いくつか質問を行
った。主な質問内容は、①勤務先の病床数、②放射線
技師の経験年数、③CT検査に関わる程度、④使用し
ているCT装置の列数、であった。結果は、図１〜４
に示す。

Ⅱ．急性腹症におけるCT検査プロトコール
　急性腹症のCT撮影を考える場合、もともと疑って
いる疾患が不確定なことが多く疾患別に考えるのは現
実的ではない。当院では、痛みの部位ごとに撮影方法
を構築している。具体的には、上腹部痛、下腹部痛、

急性腹症のCT　Q&A
公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医恊中央病院　放射線2科　　舩 山 和 光

図1.　勤務先の病床数

図4.　使用しているCT装置の列数

図3.　CT検査に関わる程度

図2.　放射線技師の経験年数

表1.　急性腹症における撮影プロトコールの一例
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腹部全体、背部痛の４つに分けている。それぞれの撮
影（造影）時相は、表１に示すとおりである。

Ⅲ．症例
①急性上腸間膜動脈閉塞症（図５）：正解率 72%（5択）
　上腸間膜動脈（SMA）閉塞症とは、SMAの閉塞に
よる腸管の急激な虚血により引き起こされる急性腹症
である３）。初期には激烈な腹痛や下痢が出現し、進行
すると腸管壊死より汎発性腹膜炎を来しショック状態
に陥る。
　確定診断には正診率の高さと低侵襲性より、腹部造
影CTが選択される。急性SMA閉塞症の特徴的な CT
所見は、造影CTにおける SMA内造影欠損像、本症
例では認められないが、単純CTのSMA内高濃度病変
（新鮮血栓）、smaller	SMV	sign（SMAより細い上腸
間膜静脈（SMV））がある。腸管壊死の場合、門脈内
ガス像を認める場合もある。

②急性胆嚢炎（図６）：正解率 59%（５択）
　急性胆嚢炎は、右上腹部痛を生じる頻度の高い疾患

で、胆囊に生じた急性の炎症性疾患である。その多く
は胆石に起因する４）。
　急性胆嚢炎の代表的なCT所見として、胆嚢腫大（短
径５㎝あるいは長径８㎝以上）、胆嚢内胆汁の吸収値
上昇、胆嚢壁肥厚（４㎜以上）、胆嚢壁不整、漿膜下
浮腫、胆嚢周囲液体貯留、胆嚢結石の存在などがある。
また、ダイナミックCTを施行した場合、胆囊周囲の
肝実質が動脈優位相にて一過性に濃染を示す所見が得
られる。門脈優位相では、この所見が認められること
は少なく、動脈優位相の撮影が重要となる。当院の検
討では、この所見が最も感度が良く（図７）、急性胆
管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2013でも、CTはでき
るだけ造影ダイナミックCTを施行することを推奨す
る（推奨度２、レベルＣ）４）、としている。

③消化管（Ｓ状結腸）穿孔（図８）：正解率 26%（５択）
　腹腔内遊離ガスの原因としては消化管穿孔によるも
のが多い。その画像診断の第一選択は腹部立位単純Ｘ
線写真であったが、その検出感度は決して高くない。
また、腹腔内遊離ガスが少量の場合は指摘が困難であ

図5.　急性上腸間膜動脈閉塞症
　SMA内造影欠損像をみとめる（→）。本症例では、SMA内
高濃度病変、smaller	SMV	sign を認めない。

図6.　急性胆嚢炎
　胆嚢壁肥厚などは認められないが、動脈優位相で、肝実質
濃染像を認める（→）。門脈優位相では認められない。単純
CTで胆嚢結石を認める（○）。

図7.　急性胆嚢炎のCTにおける有所見率
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図8.　消化管穿孔（左側臥位で撮影）
　遊離ガスが認められ（→）消化管の穿孔が疑われる。また、
Ｓ状結腸の壁が破綻してみえており、断裂部位と示唆される
（△）。
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みではなく、消化管壁の断裂といった直接所見も同定
することが可能となってきている。Oguro らの報告に
よると、64 列MDCTで造影 CTを施行した消化管穿
孔症例 41 例で、7mm厚水平断のみでは 1例も穿孔部
位を同定することができなかったが、2mm厚水平断
で 48.8%、さらに 1mm厚の画像再構成を追加すると
80.5%で消化管断裂部位を同定可能であったとしてい
る5）。
　消化管断裂部位を同定するには、薄いスライス厚と
MPRの追加が重要と言える。

④絞扼性腸閉塞（図９）：正解率 59%（６択）
　日本ではイレウスを腸閉塞による機械的イレウスと、
腸管麻痺に起因する機能性イレウスのいずれもイレウ
スと呼んできた。しかしながら、海外ではイレウスと
は機能性イレウス（腸管麻痺）のみをイレウス（Ileus）
とし、従来の機械性イレウスはイレウスと呼ばず、腸
閉塞（Bowel	obstruction）と呼ばれている１）。急性腹
症診療ガイドライン 2015 でも、このように定義する
と述べられており、今後使い分けが進むと予想される。
　腸閉塞におけるCTの役割は主に、腸閉塞の原因検
索、血行障害の有無を診断することにあり、とくに血
行障害を伴う絞扼性腸閉塞の診断は重要である。腸
管の絞扼を示すCT所見として、腸管や腸間膜の血管
が渦巻き状陰影（whirl	sign）、腸管閉塞部の嘴状陰
影（beak	sign)、腸間膜の浮腫や出血（fat	stranding）、
腸管の浮腫（target	sign）、などがあげられる。その他、
腸管虚血・壊死を示唆する所見として、腸管の造影効
果の低下、腸管壁の出血性壊死を示唆する高吸収域（図
10）、腸管壁・門脈ガス、大量腹水、などがある。壊
死性出血を示す腸管壁の高吸収域は、造影CTではそ
の診断を正確におこなえないため、絞扼性腸閉塞を疑
う場合は単純CTが必要となる。また、絞扼性腸閉塞
では 2カ所以上で腸管が狭窄閉塞して closed	loop（閉
鎖腸管ループ）を形成することが多く、絞扼性腸閉塞
の確実な診断のためには、この closed	 loop の証明が
大切であると言われている。Closed	 loop の証明には、
拡張した腸管のつながりを丹念に観察する必要がある。

⑤大動脈解離（図 11）：正解率 96%（５択）
　大動脈解離（aortic	dissection）とは、大動脈壁が
中膜のレベルで二層に剥離し、動脈走行に沿ってある
長さを持ち二腔になった状態で、大動脈壁内に血流も
しくは血腫（血流のある型がほとんどであるが、血流
のない＝血栓化した型もある）が存在する動的な病態
である。大動脈解離は以下のように分類できる６）。

図9.　絞扼性腸閉塞
　拡張した腸管、beak	sign（→）、腸間膜の浮腫（〇）が認めら
れる。

図10.　腸管の出血性壊死
　単純CTにて、拡張した腸管壁が高吸収域となっており、腸
管の出血性壊死が考えられる。腸管の浮腫を示す target	sign
（→）も認められる。

腸管の出血性壊死を示唆

図11.　偽腔開存型大動脈解離（Stanford	B型）
　単純CTにて内膜石灰化の偏位が認められる。造影で真腔、
偽腔の交通が確認できる。

る。CTとの比較では、MDCT が普及する以前の研
究でも CT の方が優れており、その検出感度は
70-100%と報告されている1）。近年普及している、64
列以上のMDCTでは、遊離ガスという間接的所見の

単純 造影早期 造影後期
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１．解離範囲による分類
　◦ Stanford 分類
　　Ａ型：上行大動脈に解離があるもの
　　Ｂ型：上行大動脈に解離がないもの
　◦DeBakey 分類
Ⅰ型：上行大動脈に tear があり弓部大動脈より

末梢に解離が及ぶもの
Ⅱ型：上行大動脈に解離が限局するもの
Ⅲ型：下行大動脈に tear があるもの
Ⅲa型：腹部大動脈に解離が及ばないもの
Ⅲb型：腹部大動脈に解離が及ぶもの
◦DeBakey	分類に際しては以下の亜型分類を追加
できる
弓部型：弓部に tear があるもの
弓部限局型：解離が弓部に限局するもの
弓部広範型：解離が上行又は下行大動脈に及ぶもの
腹部型：腹部に tear があるもの
腹部限局型：腹部大動脈のみに解離があるもの
腹部広範型：解離が胸部大動脈に及ぶもの（逆行

性Ⅲ型解離という表現は使用しない）
２．偽腔の血流状態による分類
◦偽腔開存型：偽腔に血流があるもの。部分的に血
栓が存在する場合や、大部分の偽腔が血栓化して
いてもULP から長軸方向に広がる偽腔内血流を
認める場合はこの中に入れる
◦偽腔閉塞型：三日月形の偽腔を有し、tear（ULP
を含む）及び偽腔内血流を認めないもの（図12）
◦ ULP型：偽腔の大部分に血流を認めないが、tear
近傍に限局した偽腔内血流（ulcer-like	projection
：ULP）を認めるもの（図13）

３．病期による分類
◦急性期：発症 2週間以内。この中で発症 48 時間
以内を超急性期とする
◦慢性期：発症後 2週間を経過したもの

　CTは解離の診断に関して信頼度の高い非侵襲的検
査法であり、緊急に対応して短時間で検査可能なこと
から、大動脈解離の診断に必要不可欠な検査法となっ
ている。CTでは、解離の存在診断、解離形態および
進展範囲、entry/re-entry の同定、さらに破裂や臓器
虚血等の合併症の有無を診断することが重要である。
撮影時相は、単純 CT、造影 CT早期相および後期相
を撮ることが基本となる。単純CTでは、内膜の石灰
化の偏位が重要な診断のポイントとなる。また偽腔閉
塞型解離の急性期には、凝血塊あるいは血腫によって
満たされた偽腔が、大動脈壁に沿って長軸方向に広範

囲に存在する三日月状の高濃度域として認められる。
造影CT早期相では、造影剤のファーストパスの状態
で全大動脈をスキャンする。偽腔開存型では二腔構造
を、偽腔閉塞型では造影されない偽腔を証明すること
により診断が確定する6）。

⑥ Fitz-Hugh-Curtis 症候群（図 14）：正解率 53%（5択）
　Fitz-Hugh-Curtis 症候群は、生殖器感染症が腹腔内
に進入し、特に肝周囲炎を引き起こした症候群で、現
在ではChlamydia	trachomatis が主な起因菌となって

図12.　偽腔閉鎖型大動脈解離（stanford	B型）
　偽腔が、大動脈壁に沿って三日月状の高濃度域として認め
られ、造影されていない。

単純 造影早期 造影後期

図13.　ULP型大動脈解離
　偽腔の大部分に血流を認めないが、限局したULP（→）を認
める。

単純 造影早期

動脈相

門脈相

図14.　Fitz-Hugh-Curtis	syndrome
　動脈優位相では造影剤による肝皮膜濃染が認められるが、
門脈優位相では認められない。



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2016.4.30   No.59

（	18	）

いる。症状としては、右上腹部痛を訴えることが特徴
で、骨盤内の症状がない場合も多く、胆嚢炎、肋骨骨
折などと誤診されやすい。腹痛を主訴に受診した 30
歳未満の女性患者 155 名のうち 9名（5.8％）が Fitz-
Hugh-Curtis 症候群と診断された7）との報告もあり見
過ごせない病態と考えられる。
　Fitz-Hugh-Curtis 症候群の確定診断は厳密には腹腔
鏡で肝表面の炎症や癒着を観察し、同部からの起因菌
の検出が必要であるが、本症は抗生物質の投与で軽快
する良性疾患であることや、若年女性に多い疾患であ
ることから非侵襲的な診断方法が望まれる。CTでの
診断についての報告は少ないが、造影CTにて肝皮膜
の濃染像が認められるとしている8）。当院で経験した
10 例の造影 CT所見をまとめると、肝皮膜濃染像は
動脈優位相のみで認められ、門脈優位相では認められ
なかった（表 2）。したがって、Fitz-Hugh-Curtis 症候
群が疑われる場合は、動脈優位相の撮影は必須である
と言える。

Ⅳ．おわりに
　今回は、オーディエンスシステムを使用して、急性
腹症を呈する疾患のCT画像を読影しながら供覧する
形式で研修会を行った。今後もこのような形を望むか
を伺ったので、最後にその結果を示す（図 15）。
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Early Delayed
CASE 1 20
CASE 2 2
CASE 3 1
CASE 4 1
CASE 5 3
CASE 6 4
CASE 7 3
CASE 8 5
CASE 9 15
CASE 10 11

100% 9/9  0% 0/8  6.5 Ave.

表2.　Fitz-Hugh-Curtis症候群における造影CT肝被膜濃染所見の有無

図15.　今後の研修会の方式について
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　NTRTという会をご存知でしょうか？全国Ｘ線撮影技術読影研究会と呼ばれる一般撮影に関する勉強会です。
来年６月に札幌での開催にあたって当会でもNTRTを後援することになりました。僕も昨年の名古屋開催に参加
したのですが、一般撮影という分野の面白さに再び気付かされました。一般撮影に興味がある方、携わる機会が
多い方、これから勉強したいという方や学生も含めて誰でも参加できます。北海道地区の世話人である清水赤十
字病院の中川技師長にNTRTについての紹介をしてもらいました。
　ちなみに参加費は診療放射線技師などの一般は 2,000円、学生は無料です。

NTRT（全国Ｘ線撮影技術読影研究会）紹介
理 　 事  　酒 谷 　 隆

　NTRTは代表・市川秀男先生、副代表・川村義彦先生、副代表・榊
和宏先生、副代表・矢野雅昭先生、副代表・金森勇雄先生の五人のレ
ジェンドを中心に作られた研究会です。
　市川先生は、一般撮影を眠れる大陸と言われます。様々なモダリティ
の中で、技師自身が一般撮影を埋没させていないか？今一度、問い直
していくべきでは無いのか？そんな思いがあって、この研究会が作ら
れたと思っています。先人達が築いてきたもの、それをきちんと伝え
られていない事に、危機感があって良いと思います。
　また、レジェンド以外にも、安藤英次先生、難波一能先生、原正和
先生、小田敍弘先生など、多くの方がNTRTを支えています。そして、
どの先生方もとても熱い方が集まっています。一般撮影を始め、語り
だしたら止まらなく、夜中のホテルで、ずっと話を聴き続けたことも
ありました。
　NTRTの研究会としましては、平成20年に、新居浜市（愛媛県）に
て第１回目が行われました。それから７年、全国を周りながら、13回
を数えました。今年度は第14回が鹿児島市、第15回が松本市で開催さ
れます。来年度は６月に第16回として札幌市で開催されます。
　研究会に対して、難しい事は必要ないと思います。自分たちが疑問
に思っていること、分からない事、普段の仕事上で悩んでいること等、
どんなことでも良いと思います。少しでも興味のある方はぜひ、足を
運んでください。
　若い方にも、一般撮影に興味を持っていただけるようになることが、
私たちの願いなのかもしれません。第13回NTRTポスター

■	第13 回 NTRTプログラム
2015年９月12日（土）
12:00 〜	 受付開始
12:45 〜 13:00	 	開会式
13:00 〜 14:30	 	NTRT レジェンドからの提言
　　１．「使って欲しい患者さんに優しい撮影法・撮影技術」

矢野雅昭　先生（元(医)社団久和会　立花病院）
　　２．「道具を使いこなそう＜三角形 (楔 ) が面白い＞」

榊　和宏　先生（片井整形内科病院）
　　３．「撮影法に身体の運動学や機能解剖学を取り入れよう」

川村　義彦　先生（元日本医科大学千葉北総病院）
14:45 〜 15:45　　教育講演①
　　　「一般撮影の撮影条件構築と必要な画質と線量の知識」

東出　了　先生（名古屋市立大学病院）
15:45 〜 16:15　　トピックス
　　　「腰椎立位ＰＡ半切撮影」

湯山　浩　先生（育和会記念病院）
16:30 〜 17:15　　教育講演②
　　　「知っておかなければならない被ばくと防護」

広藤　喜章　先生（セントメディカル・アソシエイツLLC）

17:15〜17:45　技術講演
　　　「Excellent 線質と Poor 線質による胸部DR画像について」

小田　敍弘　先生（京都医療科学大学　医療科学部　放射線技術科）
19:00 〜　　　　情報交換会　　“サクラサイドテラス”

2015年９月13日（日）
8:30 〜	 受付開始
9:00 〜	 事前説明
9:10 〜 10:40	 影を読むセミナーⅠ〜症例提示5分・講義30分・解説10分〜
　　「肘関節 X-P 〜様々な情報から内部を見抜く」

高井夏樹　先生（三菱神戸病院）
　　「肩関節（肩節複合体）の読影」

難波　一能　先生（とうかい整形　かわげ）
11:00〜12:30	 影を読むセミナーⅡ〜症例提示5分・講義30分・解説10分〜
　　「骨盤周辺」

飯田　譲次　先生（今治第一病院）
　　「下肢X-P 〜荷重関節である下肢撮影」

安藤　英次　先生（奈良県立医科大学付属病院）
12:30〜12:45	 閉会式、次回当番世話人挨拶

NTRTホームページ：http://ntrt-ntrt.wix.com/ntrt（文責）清水赤十字病院　放射線技術課　中川英之（NTRT世話人）
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「太陽と地球がドンピシャ！奇跡の日に」
　何という光景だろう。少年時代から長年夜空を仰い
できた私にとって、目の前に広がる光景はファンタジ
ーの世界に足を踏み入れたようだった。宝石箱をばら
まいたような南天がワインレッドに染まってる！
　太陽はおよそ11年周期で活動期を迎える。2,000年
前後の数年は太陽極大期にあたり、それによってオー
ロラも活発化していたが、時に強烈なオーロラは磁場
の嵐を発生させ、送電線に誘導電流を流し大規模停電
を起こし、また地磁気をあてに大海原を行き来する鯨
たちが方向を失い集団座礁し、渡り鳥は迷子になって
いた。

「レントゲン室から地球のてっぺんへ」
　大学病院に勤務していた私は休暇をもらって、南
半球ののどかな島国で銀河を見上げるのが至福だっ

〜	オーロラと共に生きる	〜
第１回　太陽と地球の奇跡は私の人生を変えた

オーロラメッセンジャー　　中 垣 哲 也　（元札幌医大病院・放射線部）

た。ニュージーランド南島。3,000ｍ級のサザンアル
プス、永い年月で氷河が創り上げたフィヨルドやコバ
ルトブルーの湖。夜になれば、感覚が麻痺するほどの
星空に360度包まれる。自然エネルギーにあふれるワ
ンダーランドに魅了されて何度も訪れていたが、2001
年３月は決定的に違っていた。極めてまれであるが、

2015年4月ニュージーランド南島、
再び迎えた太陽極大期に、

待ちに待った磁気嵐は南天を赤く染めた

2001年3月、普段はオーロラが見られないニュージーランド南島（北海道と同じくらいの緯度）



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2016.4.30   No.59

（	21	）

常に変動する太陽と地球の関係で「ある条件」が満た
されたとき、人々が恐れるほどの光景を見せることが
ある。たまたま銀河を仰ぎに訪れた土地で、この驚異
に遭遇した私の人生は180度方向が変わり、レントゲ
ン室から地球のてっぺんまでぶっ飛んだ。2007年に医
療から転身、以後は一切の通信も出来ない程の辺境の
地で、壮大な宇宙劇場を体験、記録し、自分の感性で
解釈・表現したものを全国各地にお届けをするという、
オーロラの宅配業者のような、しかし世界で唯一のミ
ッションを遂げようと活動をしている。いま私は自然
の恵みをいただいて生きている。

「太陽の活動そのものを感じさせるオーロラ」
　地球の生命活動のすべてを支える究極のエネルギー
源、太陽。私はその太陽の息づかいをひたすらに感じ
取っていたと言ったら、皆さんは信じるだろうか？
　私はオーロラを追いかけるようになって15年になる。
太陽活動周期（およそ11年）より長い年月を、極北の
夜空のもとでオーロラの活動に一喜一憂してきた。ア
ラスカやカナダ極北に50回以上も通い、年にのべ２〜
３ヶ月も滞在する。2004年頃から太陽の黒点が徐々に
少なくなり活動は低下、黒点がほとんど見られない「太
陽活動のどん底期」も長引いた。ぼんやりしたつまら
ないオーロラは見られるものの、絵になるような、わ
くわくするような活動はまれだった。華麗なオーロラ
の舞を狙う私にとっては、辛く我慢の年月が続いた。
さえない夜空の下で私は、元気なオーロラが期待でき
る「太陽極大期」を待ち焦がれた。
　2011年３月11日（日本時間）、私はアラスカ・フェ
アバンクス近郊の山の上で、およそ 8年ぶりに赤いオ
ーロラを見た。ただ事ではない光景を目の当たりにし
て興奮した私は、知人を迎えるため街のホテルに迎え
に行ったが、ロビーにあったテレビで日本での出来事
ことを知り愕然とした。地球が誕生して何度も繰り返
されてきた「自然の出来事」だが、豊かな生活に溺れ
た日本人は自然への畏敬の念を忘れていた。「私たち
は自然の一部であり、自然に生かされている」
　この頃から太陽活動が急激に活発になり、しばしば
オーロラもドラマチックなシーンを見せてくれるよう

になった。太陽表面での出来事がオーロラの活動に反
映されるために、オーロラを眺めていると太陽の調子
が実に良く体感できるのである。太陽、頑張れー！

【中垣哲也 氏 プロフィール】1961年生まれ。少年時代から身近な自然や星空､ 音楽で感性を育む。
診療放射線技師として札幌医大病院に勤務しながら趣味として星空の撮影を続けていたが、2007
年春に医療から転身、以後はオーロラや極北の自然を通して『奇跡とも言える地球の素晴らしさ』
のメッセンジャーとして活動。撮影、映像及び BGM 制作、上映会や講演、展示などのイベント企
画と、現地取材から全国各地へのお届けまで全てを自身で手がけ、2009年オーロラダンス出版を
設立、作品集の制作出版も自らで行っている。 2015年に写真集『AURORA WONDER』を発表。
太陽活動期の全力取材の集大成。

2009年3月アラスカ北極圏（北緯69度付近）、元気のないオーロラを追いかけて北米
最北にそびえるブルックス山脈まで通うようになった

2011年3月11日（日本時間）フェアバンクス近郊、
およそ８年ぶりの赤いオーロラに興奮した
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会員の皆様へ

個人情報保護規程制定について
　IT化の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大しています。それとともに個人情報の大量漏洩など不祥事
が相次いで生じています。このような状況に対応し、国は平成17年４月から、個人情報保護法を施行しています。
　当会におきましては、これまで理事としてのモラルに頼り、曖昧になっていたのですが、個人情報の重要性
からその利用目的、管理及び情報の開示・請求などを定めた規程を遅ればせながら制定することになりました。
　第７回理事会にて以下の規程が承認されたことをご報告いたします。

個人情報保護規程

平成28年４月28日　制　　定

第１条　趣　旨
　この規程は一般社団法人札幌放射線技師会（以下、「本
会」という）が取り扱う個人情報の取得、管理および利
用を適正に行い、個人情報保護に関する法令及びその他
の規範を遵守し、本会の活動に能率的かつ効果的に利用
できるようにすることを目的とする。

第２条　個人情報の定義
　本会が収集する個人情報とは個人の氏名、生年月日、
住所及び勤務先等特定の個人を識別できる情報（ほかの
情報と容易に照合することで、それにより特定の個人を
識別できることも含む）を指す。

第３条　個人情報の利用目的
　本会が取り扱う個人情報は、次に掲げる目的に利用す
る。
⑴　本会における会員データベースの作成
⑵　本会ホームページなどのWeb 運営
⑶　会員への機関誌及び各種案内等の発送
⑷　都道府県放射線技師会との各種連絡
⑸　会員相互の連絡及びサービスを向上させるための分析
⑹　各種イベントの参加に関する諸手続
⑺　アンケート調査等の依頼

第４条　個人情報の取得
　個人情報は、本人の同意の下に取得するものとし，虚
偽その他不正な手段により取得してはならない。またこ
の規程に定める利用目的に限定して取得するとともに本
人に通知しなければならない。

第５条　個人情報の利用および管理

　本会が保有する個人情報の利用は、原則として収集目
的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者
が、業務の遂行上必要な限度において行う。
２　個人情報への不正な侵入、紛失、改ざん及び漏洩等に
対して適正な安全対策を講じる。
３　保有する個人情報は正確かつ最新の内容に保つ。
４　個人情報保護のために以下の管理者を置く
⑴　個人情報管理責任者（会長）
⑵　個人情報取扱実務担当者（庶務）
⑶　個人情報保護苦情窓口（庶務担当副会長）
⑷　個人情報保護監査人（監事）
５　個人情報を管理するため、本会に個人情報保護委員会
（以下、「保護委員会」という。）を置く。
６　保護委員会は、本会会長の指名する本会会員で構成し、
その中の一人を委員長とする。ただし、１名は会員外か
ら指名することができる。
７　委員の任期は２年とし、再任は妨げない。
８　保護委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長と
なる。
９　保護委員会は、個人情報の取得及び利用の適否を判断
し、理事会での決議の後、必要な措置を講じる。また不
測の事態が生じたときは必要な調査を行う。

第６条　目的の範囲外の利用
　収集目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、
事前に本人の同意確認を得るように努める。

第７条　個人情報の第三者への提供
　本人の同意を得ずに第三者に対し、個人情報を提供し
てはならない。ただし、本会の利用目的に資する場合、
法令に基づく場合および人の生命、身体または財産の保
護に必要であり、かつ本人の同意を得ることが困難な場
合はこの限りではない。
２　第三者であって個人情報の提供を求める者は、個人情
報提供請求書（第９号様式）により請求する。
３　個人情報提供請求書の提出があった場合、個人情報管
理責任者の承諾を得て、本人の同意を得るものとする。
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４　前述の通知あるいは報告を受けた個人情報管理責任者
は、速やかにその是非を保護委員会で検討し、理事会の
承認を受けなければならない。

第８条　開示および訂正
　本人から「個人情報の開示・訂正・削除請求書」（第10
号様式）により、自己の情報に関する開示、訂正、削除
を求められた場合、個人情報管理責任者は調査した上で、
必要な措置をとり、本人に通知する。ただし次に掲げる
事項に該当する場合は非開示とすることができる。
⑴　本会の業務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある
とき
⑵　法令違反となるとき

第９条　委託先の監督
　個人情報の取り扱いの全部または一部を外部に委託す
る場合は、委託先の管理体制を調査のうえ、流出、改ざ
ん及び漏洩等が起きないように万全の措置をとることを
契約で義務付け、必要に応じて委託業務の遂行状況を監
督しなければならない。

第10条　教育および研修
　個人情報管理責任者は、個人情報管理の重要性を周知
徹底するための教育及び研修を適宜行う。

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28年４月28日に制定し、施行する。

個人情報保護規程に関する内規

平成28年４月28日　制　　定

第１条　趣　旨
　この内規は一般社団法人札幌放射線技師会（以下、「本
会」という。）が定める個人情報保護規程に違反し、不正
行為を行った者の処分について定める。

第２条　懲戒処分
　本会は、会員が会員情報に関して次の行為を行ったと
きは、次条に定めるところにより懲戒処分に付する。
⑴　不正にアクセスし、不正に閲覧・コピーまたは撮影
したとき
⑵　外部の者に漏洩したとき
⑶　業務以外の目的で使用したとき
⑷　不正に改ざんまたは抹消したとき
⑸　個人情報管理責任者の許可を得ることなく事務所外
へ持ち出したとき
⑹　その他不正行為を行ったとき

第３条　懲戒の種類
懲戒はその情状により、その区分に従って行う。
⑴　訓　　戒　　始末書を取り、将来を戒める。
⑵　役員解任　　始末書を取り、即時に役員資格を停止
　　　　　　　　し定款第30条の手続きにより解任する。

第 4条　懲戒の軽減
　懲戒行為をした者が次のいずれかに該当するときは、
懲戒を軽減、又は免除することがある。
⑴　情状酌量の余地があるとき
⑵　改悛の情が明らかに認められるとき

附　　則
１　この内規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　この内規は平成28年４月28日に制定し、施行する。
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【問題】　英字クロスワード問題
★印のアルファベット19文字をうまく組み合わせ、意味のあ
る英文を作成してください。ヒントは十人十色。みごと意味の
ある英文を作成できたら、当会ホームページ所定の解答フォ
ームに必要事項を入力して送信ください。このSTARTクイ
ズに見事正解された方の中から抽選で15名の会員に、準備が
出来次第、当会オリジナルＱＵＯカードをお送りします。締
め切りは本年５月末日まで。

■ ヨコのカギ
１　便器。化粧室。身仕度。
５　スズの元素記号。
６　重要人物。要人。
８　盗み。盗品。儲け物。
10　うたた寝。昼寝。
12　先。先端。頂上。チップ。心づけ。祝儀。
14　ニッケルの元素記号。
15　ハヤシ肉料理。混乱状態。（古い作品の）焼き直し。
17　合衆国。
19　持ち主。所有者。オーナー。
21　身分証明書。
23　鉄。アイロン。手かせ足かせ。
25　それ。情報技術。
27　小妖精。エルフ。
28　重さの単位、オンス。
30　十五。十五人。十五歳。十五個。

■ 

タ
テ
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カ
ギ

２　

無
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者
。
お
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ね
者
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放
者
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の
）
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。
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製
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４　

テ
レ
ビ
。

５　
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ン
。（
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い
）
時
間
。
長
さ
。

７　

イ
ン
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。
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２
・
５
４
㎝

９　
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号
。

11　

パ
イ
。

13　
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号
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。

16　

鼻
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嗅
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こ
と
。

18　

珪
素
の
元
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号
。

20　

屋
根
。
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。
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の
も
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22　

さ
い
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数
形
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24　

木
の
実
。
留
め
ね
じ
。
ナ
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ト
。

26　

十
。
十
人
。
十
個
。
十
歳
。
十
時
。

29　

ネ
オ
ン
の
元
素
記
号
。

〈START58号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉

　　「万物は流転する」(Panta rhei)
 　　　（STARTクイズ58号の正解者は11名でした。）
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入会、退会、会費の減免についての連絡先
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。

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 TEL011-612-0333 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。当会への意見・要望、本会報表紙写真の投稿、およ

び放射線関連情報などの案内（ホームページ掲載も
含む）は、編集委員会へ連絡ください。
〔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）
電子メール：start@hok-art.or.jp
〔編集委員〕大元秀近　小川豊輝　西原　徹　佐藤香織　寺田克広
 石本博基　酒谷　隆　佐藤博樹　菊池明泰　浅野英章　寺田武司

共済給付の連絡先
互助規程をご確認の上、下記へご連絡下さい。

社会医療法人医仁会中村記念病院　放射線診断科　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）

編集後記
　先日、自宅の回線をVDSLから光ファイバーへと変更した。
接続速度が飛躍的に早くなり、とても満足している。となる
と今度はPC本体のアップグレードを…と、欲求は延々と続く
事になる。同様にテレビの買い替え時、一瞬大画面に感動し
たが、更なる大画面を求め、70型を…と。こうした「人類の
飽くなき探求欲求」のおかげで今の文明が支えられているの
だなぁ…と思いながら、Amazonの画面の前でクリックを我
慢しています。（K.T）

START Quiz

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
 ＴＥＬ （011）643－2713　ＦＡＸ （011）643－2734
発行人　　松村俊也
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
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第 61 回
平成27年度　定時総会

議　案　集

１．日時　　平成28年５月12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27年度　事業報告
第２号議案　　　平成27年度　収支決算報告並びに監査報告
第３号議案　　　平成28年度　事業計画（案）
第４号議案　　　平成28年度　収支予算（案）
第５号議案　　　平成28・29年度役員の選任について
その他　　　　　要望・意見など

平成27年度　札幌放射線技師会役員

　　　　会　　長　　松村　俊也　　　JCHO北海道病院
　　　　副 会 長　　関戸　雄一　　　社会医療法人	医仁会	中村記念病院
　　　　　 〃 　　　大元　秀近　　　北海道公立大学法人	札幌医科大学附属病院
　　　　監　　事　　後藤　啓司　　　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　　小川　豊輝　　　公益財団法人	北海道労働保健管理協会
　　　　　 〃 　　　西原　　徹　　　医療法人	渓仁会	手稲渓仁会病院
　　　　　 〃 　　　佐藤　香織　　　北海道公立大学法人	札幌医科大学医学部
　　　　　 〃 　　　江本　　貴　　　JCHO北海道病院
　　　　会　　計　　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
　　　　　 〃 　　　寺田　克広　　　社会医療法人アルデバランさっぽろ二十四軒病院
　　　　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　　　特定医療法人	朋仁会	整形外科北新病院
　　　　学　　術　　佐藤　博樹　　　江別市立病院
　　　　　 〃 　　　山崎　理衣　　　国立大学法人	北海道大学病院
　　　　　 〃 　　　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
　　　　　 〃 　　　菊池　明泰　　　北海道科学大学
　　　　　 〃 　　　石本　博基　　　JA北海道厚生連	札幌厚生病院
　　　　情報企画　　浅野　英章　　　KKR札幌医療センター
　　　　　 〃 　　　井上　正住　　　JR札幌病院
　　　　　 〃 　　　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

　		総会役員名簿

　　　総会運営委員会	 委　員　　目黒　靖浩　（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　　川上　　亮　（JCHO札幌北辰病院）
	 委　員　　池野　邦弘　（山の上病院）
	 委　員　　橋口　尚貢　（中村記念南病院）



The News of The Sapporo Association of Radiological Technologists    2016.4.30   No.59

（	28	）

平成27年度　事 業 報 告
◎第１回理事会

日　時：平成27年４月30日（木）　午後７時00分〜９時00分

会　場：北海道放射線技師会研修センター

出　席：理事 15名　監事１名

◎第60回定時総会

日　時：平成27年５月14日（木）　午後６時30分〜

会　場：北海道放射線技師会研修センター

出　席：487名（内委任状出席458名）

議　事

○平成26年度事業・収支決算報告並びに監査報告

○平成27年度事業計画（案）・収支予算（案）

○提案事項

　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27年６月1１日（木）　午後7時00分〜

会　場：北海道放射線技師会研修センター

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

◎イブニングレクチャー（第 1週目）

読影講座「基礎からの画像診断」

テーマ　整形外科領域

　　　　「整形外科の単純X線撮影〜上肢領域を中心に〜」

日　時：平成27年６月18日（木）午後 7時〜

会　場：札幌市教育文化会館　301号室

講　師：特定医療法人朋仁会整形外科北新病院

　　　　　　放射線科　酒谷　隆　先生

参　加：107 名

◎札幌市医師会夜間急病センターCT研修会

日　時：１回目　平成27年６月27日（土）　午後１時〜６時

　　　　２回目　平成27年７月４日（土）　午後３時〜６時

会　場：札幌市医師会夜間急病センター

参　加：１回目　34施設　52名

　　　　２回目　８施設　19 名

◎第２回理事会

日　時：平成27年７月22日（木）　午後７時〜９時

会　場：北海道放射線技師会研修センター

出　席：理事 15名　監事１名

◎札幌ドーム　日ハム戦観戦ツアー（対ロッテ戦）

日　時：平成27年７月31日（金）　午後６時〜

会　場：札幌ドーム

参　加：54名

◎札幌放射線技師会会報「START　No.57」発行

　発行日：平成27年７月31日（金）

　発行部数：800部

◎イブニングレクチャー（２週目）

　日　時：平成27年８月27日（木）午後７時〜８時30分

　会　場：札幌市教育文化会館　４階講堂

　演　題：「冠動脈CTA〜ハイボリュームセンターのあれこれ〜」

　講　師：医療法人	札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック

　　　　　放射線部　佐々木　康二　先生

　参加者：60名

◎札幌市立高校職場体験学習

　Ａ日程：平成27年８月26日（水）

　Ｂ日程：平成27年９月16日（水）

　参加高校：平岸・藻岩・新川・清田　計 28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、JR札幌病院、恵佑会札幌

　　　　　　病院、NTT札幌病院、勤医協中央病院、JCHO

　　　　　　北海道病院、JCHO札幌北辰病院、勤医協札幌

　　　　　　病院、KKR札幌医療センター斗南病院　計13施設

◎普通救命講習

　日　時：平成27年９月９日（水）午後６時30分〜午後９時30分

　会　場：北海道放射線技師会研修センター

　参加者：３名

◎第３回理事会

日　時：平成27年９月10日（水）　午後７時	〜	午後８時35分

会　場：北海道放射線技師会研修センター

参　加：理事 15名、監事１名

◎精中機構認定第２回札幌マンモグラフィ技術研修会

日　時：平成27年９月26日（土）〜27日（日）

会　場：北海道対がん協会札幌がん検診センター

参加者：50名

成績　新規　A：14 名　B1：10 名　B2：８名
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◎札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会

日　時：平成27年９月29日（火）　午後６時30分〜午後９時

会　場：札幌市医師会館　５階講堂

参加者：63 名

◎第21回学術研修会

日　時：平成27年9月17日（木）　午後７時〜

会　場：札幌医科大学記念ホール

演　題：「急性腹症のCT　Q＆A」

講　師：勤医協中央病院　放射線２科　舩山　和光　先生

参加者：66名

◎	市民公開講座

テーマ　「からだにやさしいがんの放射線治療について」

日　時：平成27年11月８日（日）　午後２時〜午後４時

会　場：京王プラザホテル札幌

参加者：229名（役員除く）

◎	札幌放射線技師会創立60周年記念式典・祝賀会

日　時：平成27年11月14日（土）　午後２時〜

会　場：ホテルポールスター札幌

・記念講演　出席83名

　「人生の壁を乗り越える、人との出会いと救いの言葉」

　　　岩本　勉　（元日本ハムファイターズ、野球解説者）

・記念式典　出席77名

・祝賀会　　出席80名

◎夜間急病センター臨時出向責任者会議

日　時：平成27年11月26日（木）　午後７時	〜	午後８時

会　場：北海道放射線技師会研修センター

出席施設数：30施設

◎第４回理事会

日　時：平成27年11月27日（金）　午後７時	〜	午後８時

会　場：富士フィルム札幌ビル３階会議室

参　加：理事 12 名、監事２名

◎	社会還元事業

「里親制度充実のため札幌市児童福祉センターに対し寄付」

日　時：平成27年12月14日（月）　午後５時〜

場　所：札幌市児童福祉総合センター

◎会　報「START　No.58」発行

発行日：平成27年12月31日（水）

発行部数：800 部

◎第５回理事会

日　時：平成２８年１月２０日（水）　午後7時00分〜9時00分

　会　場：北海道放射線技師会研修センター

　出　席：理事 15名　監事１名

◎イブニングレクチャー（３週目）

日　程：平成28年２月４日（木）　午後７時〜８時30分

会　場：札幌市教育文化会館

講　演：「今、胃バリウム検査に求められること」

講　師：船員保険北海道健康管理センター　放射線科技師長

	 　高橋　伸之　先生

出　席：86 名

◎夜間急病センター出向責任者会議

日　時：平成28年２月18日（木）　午後７時〜８時

会　場：北海道放射線技師会研修センター

出　席：37 名

◎平成27年度会員勉強会

日　時：平成28年２月25日（木）午後 7時〜８時30分

会　場：札幌医大記念ホール

講　演：救急領域における読影セミナー

講　師：札幌医科大学		救急医学講座 /附属病院高度救命救急センター

「札幌医大高度救命救急センターの重症頭部外傷ルーティン」　

	 宮田　圭　先生

「鈍的多発外傷における全身CT〜死のトンネルからpan-scanへ〜」

	 柿崎　隆一郎　先生

出　席：68 名

◎夜間急病センター技術研修会

日　時：平成28年３月12日（土）　午後３時〜５時

会　場：札幌市医師会夜間急病センター

出　席：16名

◎第６回理事会

日　時：平成28年３月16日（木）　午後７時〜９時

会　場：北海道放射線技師会研修センター

出　席：理事15名　監事１名

◎会　報「START　No.59」総会特集号　発行

発行日：平成28年４月27日（水）

発行部数：800 部
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平成27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27年度を振り返ってみますと、昨年９月18日から開催さ

れたラグビーワールドカップイングランド大会では、日本代表

が、強豪南アフリカに歴史的勝利を飾るなど３勝を挙げました。

この活躍はまだ記憶に新しく、日本国民はもとより北海道育ち

の日本代表選手を輩出した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、安全保障関連法が成立した

にも関わらず、隣国の中国、北朝鮮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27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27年度の総

括とします。

「会計について」

　平成27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、今年度は73％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、年１回の学術研修会、会員勉強会、年

３回の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17日に札幌医科大学記念ホールにて「急性腹症のCT	Q&A」

というテーマにて勤医協中央病院の舩山和光技師に講演して頂

きました。今回も、昨年に引き続き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28年２月25日に「救急領域における読影

セミナー」というテーマで札幌医科大学の宮田		圭	先生、柿崎

隆一郎	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「整形外科の単純Ⅹ線撮影　〜上肢領

域を中心に〜」整形外科北新病院　酒谷　隆技師、第２回目は

「冠動脈CTA	〜ハイボリュームセンターのあれこれ」札幌心臓

血管クリニック		佐々木康二技師、第３回目は「今、胃バリウム

検査に求められること」船員保険北海道健康管理センター　高

橋伸之技師に講演して頂きました。それぞれの回で多くの会員

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。

　札放技杯野球大会は今年度開催しませんでしたが、次年度は

旭川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	No.56、57、58）は、予定

通り発行しました。原稿を依頼した皆様にはこの紙面をお借り

して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

源としてホームページ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27年度も札幌市児童福祉総合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。
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　今回で８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るよう

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。ここで受け入れのご協力を頂

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、年１回開催しますブロック長連絡会議ですが、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27年度の技術支援の問い合わせは数件ありましたが、支

援協力までには至りませんでした。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27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。
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１．庶　務　部

【１】庶務報告
⑴　会員数（平成28年３月31日現在）

　本年度会員数	 679 名	（昨年度　704 名）

　		（終身会員数　　　　　		13 名）

　転入・入会会員数	 39 名

　退会会員数	 64 名

　物故会員数	 2 名

	 （小川	俊生	享年 91 歳、東	正幸	享年 101 歳）

　⑵　会議

定時総会	 １回

会長・副会長会議	 １回

理事会	 ７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責任者会議	 ２回

会報編集委員会（学術合同会議含む）	 ３回

⑶　発信・受信文書

発信数	 91 件

受信数	 35 件

⑷　印刷物

札幌放射線技師会会報（No.56、57、58）	 各 800 部

⑸　慶弔

祝　電	 ２通

弔　電	 １通

⑹　各事業参加人数

平成27年

５月14日　第60回（一社）札幌放射線技師会定時総会

	 	 487 名（委任状含む）

６月11日　ブロック長会議	 16 名

６月18日　イブニングレクチャー（１回目）	 107 名

６月27日　第１回夜間急病センターCT技術研修会

	 	 52 名

７月４日　第２回夜間急病センターCT技術研修会

	 	 19 名

７月31日　日ハム野球観戦	 54 名

８月26日、９月16日　札幌市立高校職業体験学習

	 受入施設：13　参加校：４　　43 名（受入人数）

８月27日　イブニングレクチャー（２回目）	 60 名

９月９日　第１回普通救命講習会	 3 名

９月18日　学術研修会	 66 名

９月26〜27日

　　　　精中機構認定マンモグラフィ技術研修会	50 名

９月29日　札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会

	 	 63 名

11月７日　市民公開講座	 229 名

11月14日　札放技創立60周年記念式典・祝賀会	 80 名

11月26日　夜間急病センター臨時出向責任者会議	 34 名

平成28年

２月４日　イブニングレクチャー（３回目）	 86 名

２月18日　夜間急病センター出向責任者会議	 37 名

２月25日　会員勉強会	 68 名

３月12日　夜間急病センターCT及びCR技術研修会	 15 名

【２】平成27年度動向
平成27年４月

13日（月）　平成26年度監査（北放技研修センター）

16日（木）　会報No.56編集会議

30日（水）　会報No.56発行

30日（水）　平成27年度第1回理事会（北放技研修センター）

５月

14日（木）　平成27年度第60回定時総会・懇親会（北放技研修センター）

16日（土）　第23回北海道医療放射線界OB会（松村：サンプラザホテル）

16日（土）　第69回北海道放射線技師会学術講演会（札医大記念ホール）

17日（日）　第71回北海道放射線技師会定期総会（札医大記念ホール）

６月

５日（金）　Ｘ線発見120周年記念式典・祝賀会（松村：東京・パ

レスホテル東京）

６日（土）　日本診療放射線技師会定期総会（松村：東京・TKP竹橋）

８日（月）　創立60周年記念式典実行委員会（北放技研修センター）

11日（木）　ブロック長会議（北放技研修センター）

18日（木）　イブニングレクチャー１週目（札幌市教育文化会館）

27日（土）　夜間急病センター新CT研修会　１回目（札幌市夜間

急病センター）

７月

２日（木）　山光元札医会長叙勲記念式典（札幌パークホテル）

３日（金）　学術・編集会議（北放技研修センター）

４日（土）　夜間急病センター新CT研修会　２回目（札幌市夜間

急病センター）

平成27年度　各 部 報 告
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18日（土）　小野敏秋元副会長叙勲記念式典（札幌パークホテル）

21日（火）　会報No.57編集会議（北放技研修センター）

22日（水）　第２回理事会（北放技研修センター）

31日（金）　日ハム戦観戦ツアー（札幌ドーム）

31日（金）　会報No.57発行

８月

19日（水）　創立60周年記念式典実行委員会（北放技研修センター）

26日（水）　札幌市立高校職業体験学習１週目

27日（木）　イブニングレクチャー２週目（北放技研修センター）

９月

２日（水）　札幌市医師会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）

５日（土）　北放技第1回全道理事会（松村：北放技研修センター）

８日（火）　第3回理事会（北放技研修センター）

９日（水）　普通救命講習（北放技研修センター）

14日（月）　創立60周年記念式典会場打ち合わせ（松村、関戸：ホ

テルポールスター札幌）

15日（火）　夜間急病センター医療安全マニュアル打ち合わせ

（松村、関戸：札幌市夜間急病センター）

16日（水）　札幌市立高校職業体験学習2週目

17日（木）　第21回学術研修会（札医大記念ホール）

26〜27日（土）〜（日）

　　　　　精中機構マンモグラフィ技術講習会（寺田、松村：対

がん協会）

29日（火）　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）

11月

２日（月）　創立60周年記念式典実行委員会（北放技研修センター）

７日（土）　市民公開講座（札医大記念ホール）

14日（土）　創立60周年記念式典・祝賀会（ホテルポールスター札幌）

24日（火）　夜間急病センター臨時出向責任者会議打ち合わせ

（北放技研修センター）

26日（木）　夜間急病センター臨時出向責任者会議（北放技研修

センター）

27日（金）　第４回理事会（富士フィルム札幌ビル　会議室）

12月

14日（月）　社会還元事業（松村、関戸、大元：札幌市児童福祉総合

センター）

15日（火）　会報No.58編集会議（北放技研修センター）

31日（木）　会報No.58発行

平成28年１月

５日（火）　札幌市医師会新年交礼会（松村：札幌パークホテル）

９日（土）　札幌薬剤師会新年交礼会（松村：札幌パークホテル）

13日（水）　庶務会議（北放技研修センター）

16日（土）　北放技全道支部代表者会議（松村、関戸、大元：ホテル

ライフォート札幌）

16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）

16日（土）　北海道理学療法士会新年交礼会（松村：全日空ホテル）

19日（火）　東ブロック新年会（関戸：対がん協会）

20日（水）　第５回理事会（北放技研修センター）

23日（土）　小樽後志放射線技師会新年交礼会（大元：小樽市）

23日（土）　十勝モニターワークショップ（松村：帯広市）

23日（土）　十勝放射線技師会新年交礼会（松村、西原：帯広市）

２月

２日（火）　夜間急病センター協力三団体役員懇談会（松村、関戸、

大元：ホテルオークラ札幌）

４日（木）　イブニングレクチャー３週目（札幌市教育文化会館）

18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（木）　会員勉強会（札医大記念ホール）

　　

３月	

５日（土）　北放技第2回全道理事会（北放技研修センター）

12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）

16日（木）　第６回理事会（北放技研修センター）

16日（木）　学術会議（北放技研修センター）

26日（土）　坂田北大准教授退官記念式典（ホテルライフォート札幌）

【３】理事会報告

□	第１回理事会

開催日時：平成27年４月30日（木）午後７時〜８時

場　　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

　　　　　理事15名、監事２名

報 告 １　会報No.56発行報告

　　　２　平成26年度監査報告

　　　３　一般社団法人北海道放射線技師会定時総会関連報告

　　　４　各部報告

　　　５　会員　小野　敏秋氏（元札幌市保健所）叙勲（瑞

宝双光章）受章

審 議 １　入会、退会承認について

　　　　　提案通り承認

　　　２　一般社団法人札幌射線技師会第60回定時総会につ

いて

　　　　　役割分担、進行について決定

　　　３　会費未納退会者について

　　　　　提案通り承認

　　　４　平成27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
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　　　５　ブロック長会議について

　　　　　開催スケジュール、議題について提案され、承認

　　　６　イブニングレクチャー１週目について

　　　　　開催スケジュールについて提案され、承認

　　　７　日ハム野球観戦について

　　　　　開催スケジュールについて提案され、承認

　　　８　第１回学術会議について

　　　　　各勉強会の概要が提案され承認

　　　　　今年度より当会主催の勉強会において非会員から

は参加費を徴収することに決定

　　　９　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

　　　10　会報No..57 発行について

　　　　　発行スケジュールについて提案され、承認

　　　11　その他

⑴　日本診療放射線技師会総会について

⑵　ホームページについて

□	第２回理事会

開催日時：平成27年７月22日（水）午後７時 30分〜８時30分

場　　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

理事 11名、監事１名

報 告 １　ブロック長会議報告

　　　２　イブニングレクチャー（１週目）報告

　　　３　第２回学術・編集会議報告

　　　４　第 1回普通救命講習会報告

　　　５　日ハム野球観戦について

　　　６　公益目的支出計画実施報告書提出について

　　　７　60周年記念式典実行委員会報告

　　　８　会費未納者に対する退会勧告経過報告

　　　９　各部報告

　　　10　その他

審 議 １　入会・退会承認について

提案通り承認

　　　２　札放技会報No.57 発行について

　　　　　発行スケジュールについて提案され、承認

　　　３　イブニングレクチャー２週目について

　　　　　実施概要が提案され承認

　　　４　学術研修会について

　　　　　実施概要が提案され承認

　　　５　学会派遣について

　　　　　三役一任で、承認

　　　６　庶務会議について

　　　　　開催スケジュールについて提案され、承認

　　　７　福利厚生事業について

　　　　　提案通り承認

　　　８　市民公開講座について

　　　　　実施概要が提案され承認

　　　９　その他

⑴　今後の事業について

⑵　急病センターにおける事故について

□	第３回理事会

開催日時：平成27年９月８日（火）午後７時15分〜８時45分

場　　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

理事15名、監事２名

報 告 １　会報No.57 発行報告

　　　２　日ハム野球観戦報告

　　　３　学術会議報告

　　　４　60周年記念式典実行委員会報告

　　　５　イブニングレクチャー（２週目）報告

　　　６　北海道技師会第１回理事会報告

　　　７　学術研修会状況報告

　　　８　精中機構認定マンモグラフィ技術研修会状況報告

　　　９　札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会現状

報告

　　　10　札幌市医師会急病センターにて発生したアクシデ

ントについて

　　　11　各部報告

　　　12　その他

審 議 １　入会・退会承認について

提案通り承認

　　　２　市民公開講座について

　　　　　実施要領について提案され、承認

　　　３　札幌市医師会急病センター放射線医療安全マニュ

アルについて

　　　　　提案通り承認

　　　４　イブニングレクチャー３週目について

　　　　　実施要領について提案され、承認

　　　５　会員勉強会について

　　　　　実施要領について提案され、承認

　　　６　会報No.58 発行について

　　　　　発行スケジュールについて提案され、承認

　　　７　60周年記念式典実行委員担当について

　　　　　役割分担が提案され、承認

　　　８　社会還元事業について

　　　　　提案通り承認

　　　９　北海道放射線技師会新年交礼会支部アトラクショ

ンについて

　　　　　実施要領について提案され、承認

　　　10　テニス同好会（案 ) 設立について

　　　　　提案通り承認
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　　　11　その他
⑴　学会派遣について
⑵　クオカード作成について

□	第４回理事会

開催日時：平成27年11月27日（金）午後７時〜８時
場　　所：富士フイルム札幌ビル　３階会議室

理事13名、監事２名

報 告 １　学術研修会報告
　　　２　精中機構認定マンモグラフィ技術研修会報告
　　　３　札幌市医師会マンモグラフィ撮影技術研修会報告
　　　４　市民公開講座につて
　　　５　60周年記念式典報告
　　　６　第２回普通救命講習会報告
　　　７　夜間急病センター臨時出向責任者会議報告
　　　８　社会還元事業経過報告
　　　９　各部報告
　　　10　その他

審 議 １　入会・退会承認について
提案通り承認

　　　２　イブニングレクチャー３週目について
　　　　　実施要領について提案され承認
　　　３　会員勉強会について
　　　　　実施要領について提案され承認
　　　４　札放技会報No.58 について
　　　　　発行スケジュールについて提案され、承認
　　　５　平成 28・29 年度役員について
　　　　　提案通り承認
　　　６　他団体への会員リスト提供に伴う規約等の整備に

ついて
　　　　　規約改定委員会開催について提案され、承認
　　　７　今年度残りの事業について
　　　　　実施スケジュールについて提案され、承認
　　　８　その他
　　　　　東ブロック研修費補助について

□	第５回理事会

開催日時：平成28年１月20日（水）午後７時〜８時30分
場　　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

理事中16名、監事２名
報 告 １　社会還元事業報告
　　　２　会報「START	No.58」発行報告
　　　３　庶務会議報告
　　　４　北放技支部代表者会議報告
　　　５　北放技新年交礼会報告
　　　６　各部報告
　　　７　その他

審 議 １　入会・退会承認について
提案通り承認

　　　２　研修事業について
　　　　　実施要領について提案され承認
　　　３　急病センター出向責任者会議について
　　　　　実施要領について提案され承認
　　　４　平成28年度事業及び予算計画（案）について
　　　　　実施スケジュールについて提案され、承認
　　　５　総会役員変更について
　　　　　提案通り承認
　　　６　平成28・29年度役員について
　　　　　提案通り承認
　　　７　個人情報保護規程につて
　　　　　提案通り承認
　　　８　今年度残りの事業について
　　　　　提案通り承認
　　　９　その他

⑴　今年度実施事業の報告書について
⑵　会費の督促状発送に関して
⑶　北海道放射線技師会事務員に対する業務委託
　契約について
⑷　日放技中澤会長　総会出席について

□	第６回理事会

開催日時：平成28年３月16日（水）午後７時15分〜９時
場　　所：北海道放射線技師会研修センター会議室

理事15名、監事１名

報 告 １　イブニングレクチャー３回目報告
　　　２　平成27年度会員勉強会報告
　　　３　第３回普通救命講習会報告
　　　４　急病センター出向責任者会議報告
　　　５　北放技理事会報告
　　　６　急病センター技術研修会報告

審 議 １　入会、退会承認について
　　　　　提案通り承認
　　　２　平成28年度事業及び予算計画（案）について
　　　　　実施スケジュールについて提案され承認
　　　３　庶務会議について
　　　　　今後日程調整を行う
　　　４　学術・編集合同会議について
　　　　　今理事会終了後開催
　　　５　急病センター撮影機器更新並びに運営について
　　　　　提案通り承認
　　　６　個人情報保護規程について
　　　　　提案通り承認
　　　７　平成 27 年度事業及び会計監査について
　　　　　今後日程調整を行う
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２．学　術　部

【１】学術研修会

日時：平成27年９月17日（木）札幌医科大学記念ホール

講演：【急性腹症のCT	Q&A】

講師：公益社団法人	北海道勤労者医療協会		勤医恊中央病院

	 放射線２科　舩山	和光	先生

	 （参加人数　66名）

【２】平成27年度　市民公開講座

日時：平成27年11月７日（土）

　　　京王プラザホテル札幌　２FエミネンスホールA

北海道大学病院寄附講座（分子追跡放射線医療寄附研究部門）

記念講演会　からだにやさしいがんの放射線治療

基調講演：【がんの放射線治療、陽子線治療】

　　　　　国立がん研究センター東病院　副院長	

　　　　　国立がん研究センター	先端医療開発センター

	 粒子線医学開発分野	分野長　秋元	哲夫	先生

講演：【北海道大学陽子線治療センターについて】

講師：北海道大学病院陽子線治療センター　副センター長

　　　北海道大学病院放射線治療科	准教授　清水	伸一先生

北海道大学病院陽子線治療センター、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共

催	 （参加人数 229 名）

【３】会員勉強会

日時：平成28年２月25日（木）札幌医科大学記念ホール

救急領域における読影セミナー

講演：【札幌医大高度救命救急センターの重症頭部外傷ルーティン】

講師：札幌医科大学救急医学講座／脳神経外科講座

	 宮田　圭	先生

講演：【鈍的多発外傷における全身CT〜死のトンネルから

　　　pan-scan へ〜】

講師：札幌医科大学救急医学講座／附属病院高度救命救急センター

	 柿崎　隆一郎先生　

	 （参加人数　68名）

【４】イブニングレクチャー

第１回

日時：平成27年６月18日（木）札幌市教育文化会館 301研修室

講演：【整形外科の単純Ｘ線撮影〜上肢領域を中心に〜】

講師：朋仁会　整形外科北新病院　放射線科	酒谷　隆	先生

	 （参加人数　107名）

第２回

日時：平成27年８月27日（木）札幌市教育文化会館４階講堂

講演：【冠動脈CTA〜ハイボリュームセンターのあれこれ〜】

講師：医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック

	 放射線部　佐々木	康二	先生

	 （参加人数　60名）

第３回

日時：平成28年２月４日（木）札幌市教育文化会館４階講堂

講演：【今、胃バリウム検査に求められること】

講師：船員保険北海道健康管理センター放射線科　技師長

	 高橋　伸之	先生

	 （参加人数　86名）

【５】普通救命講習会

第 1回　平成27年９月９日（水）　北海道放射線技師会研修センター

	 （参加人数　３名）

【６】夜間急病センター臨時出向責任者会議

日時：平成27年11月26日（木）

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：34名）

【７】平成27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

日時：平成28年２月18日（木）19：00〜20：00

場所：北海道放射線技師会研修センター３階研修室

	 （出席施設：37施設　出席者：37名）

【８】夜間急病センター技術研修会

第１回：平成27年６月27日（土）15：00〜16：30　　52名参加

第２回：平成27年７月４日（土）15：00〜16：30　　19名参加

第３回：平成28年３月12日（土）15：00〜16：30　　15名参加

　　　８　次年度役員について

　　　　　現理事の意思を確認するため書簡を送った

　　　９　第61回定時総会について

　　　　　実施要領について説明され承認

　　　10　後援申請について

　　　　　提案通り承認

　　　11　その他

⑴　今年度実施事業の報告書提出について

⑵　督促状送付について

⑶　白石ブロック事業補助金申請について

⑷　業務拡大に伴う統一講習会について

⑸　日本医学放射線学会主催の市民公開講座につ

　いて

⑹　勉強会出席会員名簿登録用 PCについて

⑺　稚内放射線技師会講演会について

⑻　日ハム観戦ツアーについて
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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。

　本年度の会議は６月11日に開催し、例年通り各ブロックの担

当役員の確認、ブロック活動報告、問題点や要望について報告

して頂きました。

　活動の状況としては、勉強会を定期的に開催しているブロッ

クや活動が停滞しているブロック、又ようやく役員も決まりこ

れから活動を行うブロックなど様々です。

　放射線技師の業務拡大に伴い、現在日放技の統一講習会が開

始していますが、ブロック内でその講習会をできないかとの質

問も出ましたが、様々な問題があるため現状では難しいところ

です。

　今後、各ブロック活動が更に活発になることを期待しており

ます。

　次年度も当会としては、各ブロック活動について出来る範囲

の協力、支援をし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。

平成27年度　ブロック長連絡会議報告

　平成27年度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27年６月11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№ 57 参照

１．各ブロック活動報告

<白石 >

　平成28年３月４日に白石ブロックボウリング大会を開催し、

16名の参加者が集まりました。

　来年度はボウリング大会などのイベントでは新しい参加者が

来にくいところもあるので、今まで参加したことの無い会員で

も参加しやすい勉強会などをもっと開催していきたいと考えて

います。	 （担当理事　酒谷　隆）

<中央北 >

　活動無し

<東 >

　平成27年度は、７月、８月、12月、２月を除いた月の第３火

曜日に、北海道対がん協会会議室にて「サードファイヤーカン

ファレンス」を計８回開催し、延べ 54名の方が参加されまし

た。また、平成27年１月19日（火）のサードファイヤーカンフ

ァレンス終了後、恒例の「東区ブロック新年会」を開催しまし

た。18名の方が参加し、所属施設や年代の壁をこえて交流を深

めました。さらに、平成28年２月16日（火）に東区ブロックで

は初めての試みとなる「東区ブロック学習会」を以下の内容で

開催しました。

・外部講師による学習講演

演題：「シーメンス最新CT技術に関する紹介」

講師：シーメンスジャパン　水町	先生

・札幌禎心会病院放射線科施設見学（カテ室・一般撮影室・CT

　室など）

　この学習会には、東ブロック内の８施設から30名と多くの方

に参加していただきました。今後も定例のサードファイヤーカ

ンファレンスに加えて、このような学習会の開催を検討してい

きたいと考えています。	 （担当理事　黒下裕次）

<北 >

　活動無し

<西・手稲 >

平成27年

　西手稲ブロック役員会議、開催日時４月21日、開催場所	手

稲渓仁会病院、参加者６名

　西手稲ブロック懇親会、開催日時７月２日、開催場所	花ご

ころ琴似店、参加者13名	 （担当理事　西原　徹）

<豊平・南 >

　ブロック会議、開催日時　11月26日、今年度の活動計画、ホ

ームページについて	 （担当理事　浅野英章）

<厚別・清田>

平成27年６月９日

　「平成27年度　第１回役員会」　　参加者　９名

１．ブロック長から報告

２．役員変更について

３．今後の活動計画

平成27年９月８日

　「第15回ＡＫミーティング」　　　参加者　39名

１．一般演題	 座長：JCHO札幌北辰病院　　伴　　伸次

　①「当院で新しく採用されたMRI高濃度ガドリニウム造影剤

　　の使用経験」

	 JCHO札幌北辰病院　　牧野　佑也

　②「固定具の違いが頭部ＣＴ撮影に与える影響について」

	 JCHO札幌北辰病院　　　川上　　亮

　③「久しぶりの IVP」

	 JCHO札幌北辰病院　　星野　広史
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　④「当院におけるマンモグラフィー検査」

	 江別市立病院　　馬場　聡美

２．特別講演　座長　JCHO札幌北辰病院　　秋元　聡

　「トモシンセシス付Ｘ線TV装置について（島津製作所）」

	 新札幌整形外科病院放射線部　　林　　若樹

平成27年11月11日

　「平成27年度　第２回役員会」　　参加者　８名

１．事業報告

２．第14回ボウリング大会について

３．１月の勉強会について

　①　知っておきたい造影剤関連

　②　骨密度測定の基本

平成27年11月26日

「平成27年度　ボウリング大会」　　参加者　20名

１．ボウリング大会

２．忘年会

平成28年１月27日

「平成27年度　厚別・清田ブロック勉強会」　　参加者　33名

１．「知っておきたい造影関係Ｑ＆Ａ」

	 第一三共株式会社　札幌支店　大高　克彦

２．「骨密度測定の基礎と骨粗鬆症の現状」

	 東洋メディック株式会社　　島澤　　稔

平成28年３月15日

「第16回AKミーティング」　　　参加者　32名

１．一般演題	 座長：JCHO札幌北辰病院　　秋元　　聡

　①「DEXA法を用いた当院患者におけるサルコペニアの検討」

	 札幌清田整形外科病院　　秋庭貢太朗

　②「ＡＩ（死亡時画像診断）について」

	 渓和会江別病院　　佐藤　盛大

　③「胸部CTでの息止め不良を想定したモーションアーチファクトの

検討」

	 JCHO札幌北辰病院　　井上　園香

２．特別講演	 座長：JCHO札幌北辰病院　　関　　　均

　　「日立Ｘ線TV装置最新動向」

	 日立XR営業部　北部XR営業課　　山本　晋也

	 （担当理事　佐藤博樹）

<中央南 >

平成27年度中央南ブロック勉強会

日時：平成27年10月７日（水）

場所：札幌市教育文化会館

内容：シーメンス社「最新のCT・MRI・読影支援機器に関する紹介」

参加：９名

	 （担当理事　佐藤香織）

２．札放技会報「START」の定期刊行

　⑴　会報「START総会議案集特集号」第56号
　　　平成27年４月30日付発行
　⑵　会報「START」第57号
　　　平成27年７月31日付発行
　⑶　会報「START」第58号
　　　平成27年12月31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。会員諸氏のご協力の賜物と感謝申し上げます。
　第56・57・58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公開している当会ホーム
ページは、北海道放射線技師会と協力しデザインなど大幅に一
新させグレードアップしています。また、従来通りFacebook
を中心としたSNS連携を充実させ、技師会行事の案内や関連学
会、講演会・勉強会などを会員の皆様へ紹介しました。
ホームページ　　　http://www.hok-art.or.jp/sapporo
Facebookページ　　http://www.facebook.com/hoksapporo
Twitterページ　　　http://twitter.com/hokartsapporo

４．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27年度動向」の項をご参
照ください。

５．社会還元事業

　平成27年12月14日（月）に、本会会長	松村及び副会長	関戸・
大元が会を代表し、里親制度充実のため札幌市児童福祉総合セ
ンターにて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。

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の急務等
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。
　本年度において支援要請はありませんでしたが、２名の新規
登録依頼があり、現在は計３名での支援体制となっております。
来年度以降も様々な支援要請への神速な対応が可能となるよう、
支援会員を増やすなどの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放射線業務の排除と本会の地
域医療への貢献を目的に行っております。会員の皆様方におか
れましては本趣旨をご理解いただき会員・施設登録へのご協力
をお願いいたします。
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４．福利厚生部

【１】事業報告

⑴　北海道日本ハムファイタ－ズ観戦ツア－

　平成27年７月31日（金）
　毎年恒例のファイターズ観戦ツアーも８回目の開催とな
りました。
　当日はビール半額デ―ということもあり、ビール片手に
大変盛り上がりました。
　試合は千葉ロッテマリーンズに３－６で敗れてしまい、
観戦ツアー３連敗となってしまいました。

【２】平成27年度　共済給付報告

野球同好会

【１】活動報告

　平成27年度は残念ながら札幌放射線技師会の野球大会が開催
されず、札幌放射線野球同好会の活動は主に北腎会	坂泌尿器
科病院の野球部の練習や練習試合に個人的に参加をしてもらい、
野球を楽しんで頂きました。今年度は、札幌大会が無くても野
球を通じて同好会のメンバーと交流を深める事ができました。
また、次年度の旭川技師会主催の全道野球大会の準備になった
と思います。
　本年度も引き続き、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。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。

整形外科

池口　裕昭
村橋　孝典
北川　　剛
中西　光広

平成27年４月
平成27年５月
平成27年10月
平成28年１月

小川　　桂
細井　智宏

父
父

平成27年４月
平成27年10月

品川　恵梨
川村　洋文
澤田　千恵
今井　達也

平成27年５月
平成27年９月
平成28年１月
平成28年１月

ご結婚（祝い金）　　８名

三村　智秀
佐藤　崇史

父
母

平成27年５月
平成28年３月

お悔やみ（弔慰金）　　４名
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平成28年度 事業計画（案）

平成28年度 予 算（案）

自　　平成28年４月１日

至　　平成29年３月31日
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平成28年度 事業計画（案）

Ⅰ【基本方針】

　昨年の平成27年４月１日。われわれ診療放射線技師の念願で

あった改正診療放射線技師法が施行され、業務拡大が現実の物

となりました。今回の業務拡大を実現するに当たり国は、われ

われ放射線技師会に対してチーム医療の実現の前提となるスタ

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示され、それに伴い日本診療放射線技師

会並びに北海道放射線技師会は統一講習会を開催し会員のみな

らず、すべての診療放射線技師が業務の拡大に対し法的根拠を

持てるよう対応しています。

　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。

　以上これらのことを踏まえて、平成28年度の事業計画（案）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、次の事業を重点事項として推進してま

いります。

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協力を通して安心・安

全な医療を提供していく地域に貢献する技師会を目指すこと。

３　組織強化に向けて更なる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」に対応するために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ー（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．医療関係団体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・技術を共有しつつ会員の資質向上に務めるため、

話題性があり特徴を発揮できるような内容で実施してまいり

ます。

３．普通救命講習会の開催

　会員の要望に応えられるよう通年で開催する体制を整え実

施してまいりました。

　業務拡大に伴う統一講習会にも必須の救命講習ですので、

多くの会員の方に講習会に参加していただけるよう次年度も

複数回の開催を計画し、また会員の希望日に対応できるよう

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。参加施設の装置の実態

として、アナログ装置からFPD装置と混在している現状です

が、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。参加施設にはアンケート調査を行い、施設

の状況を把握してきたので、次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

　昨年に引き続き精中機構認定マンモグラフィ技術講習会を

主催し、A判定14名を含む32名の認定者を輩出する事が出来

ました。

　次年度も講習会を開催し、会員の資質向上に務め乳がん検

診受診率向上に寄与してまいります。

　【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。地域住民に安心・

安全な医療を提供し、アクシデント・インシデントゼロを目

指して地域医療に貢献するべく協力体制を強化し万全を期し

てまいります。

　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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務めてまいります。

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

　札幌市夜間急病センターの撮影装置も設置から10年目の昨

年、CT装置の更新に引き続き今年に入ってCR装置、一般撮

影装置と更新されました。

　それに伴い撮影条件等の見直しを行いました。

　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、新装置導入後の線量測定を実施し、受診者の被ばく

に対する質問に答えられる様、基礎データーの収集を行いま

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、27年目を迎え四半

世紀を超えています。

　この事業は次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、今後も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

　平成23年より市民に対し医療の現状を伝える機会として、

また診療放射線技師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、次年度も本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、次年度も当会

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年から実施していま

すが、次年度も会員所属施設の協力を得て行います。

　【組織強化事業】

１．財務

　今年度の予算は北海道に提出した公益目的支出計画書にそ

った事業計画をたて、支出に関しては公益目的支出が50％を

超えることが出来ました。しかし、会創立60周年記念式典開

催やホームページサーバー更新に伴い支出が増大しました。

　次年度の予算（案）につきましては、会費納入率80％を加

味した予算とし、支出は公益目的支出50％以上を目指した予

算とさせていただきます。詳細は予算（案）をご覧ください。

　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役員一同努力いたしますが、会員の皆様

におかれましては早期の納入をお願いします。

２．庶務

　本年度は新たな会員データーベースの構築を行い会計デー

ターとのリンクをすすめてきましたが、次年度は新たなデー

ターベースを基に会の運営及び財務強化に努めて参ります。

３．情報企画

　本年度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行い、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、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。本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、昨年新たなサーバーを構築

し、パソコンのみならずスマートフォンやタブレット端末か

らもホームページや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いたし

ました。今後は随時更新を図り、各ブロックのホームページ

を含めてさらなる内容充実を図ってまいります。

　本年度も研修会・勉強会の様子等を随時発信しますのでご

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まいります。

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

である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。

　本年度は野球同好会以来となるテニス同好会が正式発足し

ます。会員皆様の登録参加の方お待ちしています。

　好評であります札幌ドーム野球観戦は７月８日（金）に実

施予定です。

　また伝統の野球大会は６月26日に旭川にて全道大会が開催

される関係で６月５日に予定しております。（詳細はHP等で）

　福利につきましては従前通りの内容で継続してまいります。

　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28年度事業計画（案）概要を述べ総括とします。
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各部事業計画案

１．庶務部
１）会員動向の把握　（会員データーベースの整備）
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
ングレクチャー等）
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）精中機構マンモグラフィ技術講習会の開催

３．情報企画部
１）札放技会報の定期刊行（会報No.59、60、61）
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、
同好会活動の推進）
３）野球大会、ドーム観戦等の事業の参加推進 ･強化

平成28年度事業計画（案）

平成28年６月５日（日）

６月９日（木）

６月16日（木）

６月23日（木）

７月８日（金）

７月31日（木）

８月25日（木）

９月１日（木）

９月５日（月）

９月24日㈯〜25日㈰

10月13日（水）

11月５日（土）

12月12日（月）

12月31日（水）

平成29年２月９日（木）

２月15日（水）

２月23日（木）

３月２日（木）

３月11日（土）

４月25日（火）

５月11日（木）

札放技杯野球大会

ブロック長会議

イブニングレクチャー（１週目）

普通救命講習会（１回目）

野球観戦ツアー

札放技会報第60号発行

イブニングレクチャー（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

精中機構マンモグラフィ技術講習会

普通救命講習会（２回目）

市民公開講座

社会還元事業

札放技会報第61号発行

会員勉強会

普通救命講習会（３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ー（３週目）

夜間急病センター技術研修会

札放技会報第62号（総会特集号）発行

第62回定時総会

（実施月日は、あくまでも予定です）
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平成27年度会員動向
新入・転入会員

原　　慶介	 特定医療法人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番地

谷藤幸之助	 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

浅野有加里	 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

青池　拓哉	 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

安渡　大輔	 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

野畑　圭亮	 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

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

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

外山　裕司	 勇気会医療法人　北央病院	 004-0021	 札幌市厚別区青葉町11丁目２－10

熊澤　誠志	 学校法人北海道科学大学	 006-8585	 札幌市手稲区前田７条15丁目４－１

北市　朋子	 江別市立病院	 067-8585	 江別市若草町６の１

菅原　　翔	 特定医療法人朋仁会　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

川村　隼也	 特定医療法人朋仁会　整形外科北新東病院	 007-0865	 札幌市東区伏古５条３丁目３－２

川村　洋文	 医療法人菊郷会　愛育病院	 064-0804	 札幌市中央区南４条西25丁目２－１

金子　　慈	 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

谷内　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

次木　嵩人	 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

早坂　　駿	 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

髙橋　紗綾	 医療法人社団	明生会	イムス札幌消化器中央総合病院	 063-0842	 札幌市西区八軒２条１丁目１番１号

鈴木　浩子	 公益財団法人	北海道労働保健管理協会	札幌総合健診センター	 060-0062	 札幌市中央区南２条西２丁目18	札幌南二条ビル８階

佐々木亮祐	 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

栗田　浩二	 ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院	 060-0033	 札幌市中央区北３条東８丁目５

下保　誠史	 ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院	 060-0033	 札幌市中央区北３条東８丁目５

松本　和久	 ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院	 060-0033	 札幌市中央区北３条東８丁目５

松本　千暁	 ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院	 060-0033	 札幌市中央区北３条東８丁目５

星野　広大	 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

丸尾　彩花	 国立大学法人	北海道大学大学院	医学研究科放射線医学分野	 060-8638	 札幌市北区北15条西７丁目

黒澤　亮輔	 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

今野　雅大	 医療法人サンプラザ　新札幌循環器病院	 004-0052	 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９番25

宮川紗世里	 社会医療法人禎心会	セントラルＣＩクリニック	 060-0042	 札幌市中央区大通西17丁目1-27	札幌メディケアセンタービル

木原　裕明	 独立行政法人地域医療機能推進機構	札幌北辰病院	 004-8618	 札幌市厚別区厚別中央２条６丁目２－１

菊田　　俊	 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

館山　大伍	 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

三浦　俊明	 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

加藤　真也	 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

田村　菜月	 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

荒関　美和	 医療法人はまなす　はまなす医院	 061-3284	 石狩市花畔４条１丁目141番地１
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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・諸規程
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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
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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、
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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。
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総 会 議 事 規 程

平成24年４月１日　制　　定
平成27年３月18日　一部改正

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　役員の選任候補者の届出の受理、資格審査および候
補者氏名の発表
⑷　役員選任の告示

⑸　役員選任における開票の管理および投票の有効、無
効の判定
⑹　役員選任投票結果を総会に報告する
⑺　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。
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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。

４．この規程は平成27年３月18日から施行する。

役 員 選 任 規 程

平成27年３月18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５章第24条に従って行われる役員
選任に関して定める。

（投票権）
第２条　当法人定款第３章第５条第１項により会員として登録

された者は、この規程に定める投票権を有する。

（届出）
第３条　理事およ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１週間前までに総会運営委
員長に届け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。なお、立候補届出等に必要な届出書
ならびに様式は別に定める。

（決議）
第４条　役員の選任は、総会運営委員会が総会での議案決議で

行う。
第５条　議決は次の順序で行う。

⑴　理事
⑵　監事

第６条	 当選人は定款第４章第19条第３項に基づき決めるが、
議決の方法は総会出席者による無記名投票とする。

（役員の任期）
第７条　理事・監事の任期は、次期選挙までとする。

（理事・監事立候補および推薦の条件）
第８条　被選挙権は、年会費を完納している会員に限る。

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．この規程は平成27年３月18日から施行する。
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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
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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。
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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。
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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。
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会費負担金等に関する規程

平成24年４月１日　制　　定
平成27年５月14日　一部改正

（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、さらに入会年
度の年会費を納入すること。ただし、未納年会費の請求
額は最高３ヶ年度分までとする。

（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。
３　この規程は、平成27年５月14日に改定し、平成27年度会費
分から適用する。

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
平成27年３月18日　一部改正

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　療養のために 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（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
師の証明書または所属施設長の証明書（ともにコピー可）
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（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（コピー可）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カ年を越えないものとする。

（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。

（申請の期限）
第５条　この規程に定める免除を受けようとする者は、事由発

生から復職後３ヶ月以内に届出がない場合は権利を消失
する。

（免除の対象年度）
第６条　年会費が免除される年度は、申請年度の年会費が納入

されている場合は、その次の年度を免除とし、申請年度
の年会費が未納であった場合にはその年度を免除するも
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、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27年３月18日から施行する。
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互　助　規　程

平成24年４月１日　制　　定
平成25年９月12日　一部改正
平成27年３月18日　一部改正

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　削除
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　供花
　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　会員の家族が死亡したときは、次の各号により弔電・
供花を贈呈する。（様式６号）
⑴　配偶者・子
⑵　実父母
３　ただし、家族葬の場合はまたは後日申請があった場合
は弔電・供花の代わりに金 10,000円を贈呈する。
　　また、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、適用を受ける資格は当法人定款で定める会員と
する。ただし、年会費納入期限の９月末日までに未納の
者は、10月１日をもって適用資格を失うが年会費を納入
した時点で適用資格は復活する。

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。

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。
４．この規程は平成27年３月18日から施行する。
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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

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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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

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。
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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

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
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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

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。
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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。

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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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。

（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）
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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

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。
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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。）

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。
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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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各種申請書等

・様式１号～様式10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。

http://www.hok-art.or.jp/sapporo
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NO.
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