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社団法人栃木県放射線技師会
ヒニ釘ここ哀二二5品塩∫麗軒ノ虔越野閻組庇軸ロ等私塾、虹へb＿

情報誌
華厳ノ滝（けごんのたき）

■日光には四十八滝といわれるくらい滝が多いが、最も有名なのが華厳ノ滝である。高さ97メートルをほ
ぼ一気に落下する豪快さと、自然が作り出す華麗な造形美の両方をあわせ持つ。和歌山県の那智ノ滝、
茨城県の袋田ノ滝とともに「日本の三大名濡」とも呼ばれる。名称は浬簗ノ滝、般若ノ滝などと一緒に
仏典の「釈迦の五時教」から名づけられたらしい。
滝を間近で観覧できるようになったのは、明治33（1900）年。7年もの歳月をかけて星野五郎平が滝壷近
くに茶屋を開いた。そして明治36（1903）年5月、18歳の旧制一高生であった藤村操がミズナラの木に「巌
頭之感」を書き残して投身自殺をして以来、自殺の名所にもなってしまった。堅い岩盤をくり抜いたエ
レベーターが営業を開始したのは昭和5（1930）年になってからである。
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示 社団法人栃木県放射線技師全役員選挙告示
告 平成17年度公益法人研修会報告
告 第27回栃木県放射線技師会親睦ゴルフ大会
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■巻頭言 新年の挨拶

●事務局報告
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新年明けましておめでとうございます。会員の

皆様も希望に満ちた新春を迎えたことと心よりお

慶び申し上げます。

昨年は年頭より年末まで自然災害や人的災害が
数多く発生し心痛む年でした。
本年はよりよい年になることを祈願し新春を迎
えました。

私も会長職を引き受けて12回目の新年を迎え月
日の経つのが早いことを改めて感じております。

私は『過去、現在、未来』と変わった言葉を座右

社団法人 栃木県放射線技師会

会

長

赤

羽

泉

施や指導に取り組んでいける役貝を選出くださる
よう願望いたしております。

また改めて言いますが医療職に就くものは国民

に最良・最質の医療を提供する義務があります。

私たち放射線技師は専門家として高度な知識、技
術の向上を図り安心安全な医療の提供はもちろん
細心の注意をはらい医療過誤を防止することは専
門家としての責務であります。

年頭に当たり『初心忘るべからず』を本年の誓
いの言葉として新年の挨拶といたします。
／′■■ヽ＼

の銘として今まで会務を行って参りました。組織

にしても個人にしても過去が有り、過去の歴史か
らいろいろなことを学び反省をして現在をどうす

べきかを常に考え、未来にどのように繋げるかを

何時も念頭におき会長職を現在まで続けて参りま
した。

本年は役員選挙の年でありフレッシュでモチベー

ションの高い若い役員を選出していただき、生涯

教育のAD講習会を始め日本放射線技師会が行っ

ている各種の生涯学習セミナー各種認定試験など
地方技師会として取り組める問題には積極的に実
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会員各位
社団法人 栃木県放
選挙管理重点会
委員長 高橋 易
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栃木県放射線技師会定款第11粂及び第13条にもとづき、任期満了に伴う
役員の選挙を下記のとおり実施することを昏示します。
記

1．役員定数
会長 1名
監事

副会長

2

名

2 名

理事 18名（会長及び副会長を含む）
2．立候補・推薦立候補の届出締切
平成18年

（

2月16日（木）午後17時（必着）

3．捷出書類
立候補者
所定様式 1、5
推薦立候補者
所定様式 2、3、4、5
を選挙管理委員会へ届ける。
郵便番号：320−0024

宇都宮市栄町 5−7 栃木県栄町別館内
（社）栃木県放射線技師会 選挙管理委員会
4．選出方法
第73回総会にて正会員による無記名投棄により行なう。
ただし、候補者が定数を超えないときは、役負選出規程第4章無投棄当邁
第14粂により、総会において無投票当選者を定める。
ただし、会長については借任投票を行なう。
以上
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日

時：平成17年11月10日（木）午後1時30分〜

会

場：自治研修所講堂

講

演：「新公益法人会計基準について」

講師 公認会計士 深 谷 卓 男氏

昭和52年3月に設定された「公益法人会計基準」は、公益法人が会計帳簿及び計算書類を作成するため ／（
の基準として活用されてきた。平成12年12月「行政改革大綱」の閣議決定にて改善策の検討の指摘を受け、

平成15年3月「公益法人会計基準（案）」が発表された。そして平成16年10月「公益法人会計基準の改正
等について」（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡協議会申合せ）が発表され、平成17年3月
「公益法人会計基準の運用指針について」が発表された。

現行の基準が内部管理目的、主務官庁提出用であるのに対し、新基準は外部報告、ディスクロージャー
の充実が基本的な考え方となっている。

主な改正点は、財務諸表の体系の見直しが行われ収支計算から損益計算を中心とする体系となっている。

現行の会計基準では収支予算書、会計帳簿、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録を

作成していたが、新会計基準では貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録から構成する財務諸表を
作成する。このため収支予算書及び収支予算書については会計基準の範囲外とされたが、現在検討が進め

られている公益法人制度の抜本的改革が行われるまでの間は引き続き内部管理事項として作成及び保存を
行うことになる。

正味財産増減計算書の様式について、現行ではストック式が原則でフロー式も選択適用が認められてい
るが、新基準ではフロー式に一本化された。ストック式は正味財産の増減額を資産及び負債の各科目別の

増減額で示す様式であり、正味財産の増減額の発生原因を把握するための情報が表示されない。フロー式
は正味財産の増減額を増加原因と減少原因に分けて示す様式で、公益法人の事業活動の効率性及び採算性

等に関する情報を正味財産の増減額を増加原因と減少原因の内容別に提供することができるため、事業活
動の効率性がよりわかりやすくなる。

また資産の評価基準が整備され、「有形固定資産及び無形固定資産については、その取得価額から減価
償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする」となり減価償却が強制されることとなった。

過年度分の減価償却費の取り扱いについては「公益法人会計基準の運用指針について」の中に3通りの方
法が掲載されている。
新会計基準は平成18年4月1日以降開始する事業年度からできるだけ速やかに実施しなければならない。

財務部長 金田 幹雄（濁協医大病院）
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。．1山．日 時：平成17年12月4日（日）

腎等優琵芸冨芸喜器

二蛋：芸加入芸；慧ピック●スタッフ都賀ゴルフコ￣ス
ノ

平成17年12月4日（日）オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコースにて、肌寒い曇り空の中、第27回技師

会ゴルフコンペが34名の参加者で、遅刻・欠席・トラブルもなく和やかに行われました。幹事ゐコニカミ
／ノ■■、＼

ノルタメディカル、松本様・東芝メディカルシステムズ、鶴岡様には大変お世話になりました。また各賛

助会員の皆様には、景品等協賛いただき、ありがとうございました。
優勝が福田常務理事、ブービーメーカーが富士フイルムメディカルの中森様という結果となりました。
来年の幹事よろしくお願いいたします。

来年は28回記念大会となります。
幹事が、技師会常務理事と富士フイルムメディカルということで予算を大幅アップしていただいて、一

人でも多くの参加をお持ちしています！
普段会えない方々と青空の下、楽しくゴルフをしましょう。

初めての方でも技師会コンペなら気兼ねなく参加できますよ。

企画部長 柏崎 克彦（西方病院）
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AD単位認定試験（栃木県開催予定）
期

日：平成18年3月5日（目）

申込締切：平成18年1月31日（畑

場

所：栃木県済生会宇都宮病院

試験料：1，000円（再受験2，000円）

平成17年度第1地区卒後教育講座及び、
那須画像セミナー講演のお知らせ
開催期間：平成18年1月21日吐）〜22日（日）

参加費：13，000円（会議費、宿泊費込み）
教育講座のみ参加の方は、500円

（会場整理費として）

受験資格：申込締切日の7目前（平成18年1月
24日）までに講習と小論文の提出が
完了している者
受験申込手続き：各自個別にJARTへの受験申込手続き

教育講座15時00分〜
く那須野ケ原ハーモニーホール 小ホール〉

を行うこと

講演1：「ガラスバッジモニタリング

サービスの活用と法律」

講師 株式会社千代田テクノル

福田 光道先生
平成18年度北開兼地域放射線技師学術大会

講演 2：「位相イメージングを活用した
デジタルマンモグラフイについて」

講師 コニカミノルタエムジー株式会社
開催期間：平成18年6月24日出〜25日（日）

加治屋 剛先生

開催地：茨城県つくば市
特別講演：山口 香（別名 女三四郎 ）

那須画像セミナー講演17時00分〜
〈那須野ケ原ハーモニーホール 小ホール〉

（元女子柔道ソウルオリンピック鋼メダ

リスト・武蔵大学人文学部助教授）予定
／′【￣ヽ＼

シンポジウム：被ばく関係

基調講演：「64列CT救急画像診断症例」

講師 大田原赤十字病院
放射線科部長 水沼 仁孝先生
特別講演：「MR−PETは夢を与えるか？」

講師 東京慈恵会医科大学
放射線医学講座助手 市場 分功先生

第22回宇部喜市健康まつり

情報交換会19時00分〜
〈那須野ケ原ベルビューホテル〉

平成17年度放射線展を宇都宮市健康まつりに
参加するかたちで下記のとおり開催いたします。

当日は、各種医療関係団体などが参加し多数

施設間業務連絡会議

9時00分〜

（那須野ケ原ベルビューホテル〉

のイベントも企画されていますので皆様お誘い

合せの上、多数ご参加ください。

※講演会終了後に情報交換会を予定しております。

開催期間：平成18年2月4日吐）〜5日（日）

※不明な点については、大田原赤十字病院放射

開催会場：宇都宮市保健センター
（ララスクエア9階）

線科、檜山

操（電話

0287−23−1122〈内線

2610〉）までお願いします。
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あすた−と8号発行

第5回三役会

日 時：平成18年1月20目性）

第5回理事会

午後6時30分より

場 所：栃木県立がんセンター 本館3F講堂
宇都宮市陽南4−9−13

第22回宇都宮市健康まつり・放射線展

第6回三役会

028−658−5151

内 容：「MDCTの有用性（6列から糾列まで）」

栃木県放射線技師会役員立候補〆切

講

第6回理事会

師：フィリップス・エレクトロニクス・

ジャパンメディカルシステムズ

菅原

会誌94号発行

崇先生

アドバンスド認定試験

第73回総会、第3回卒後教育講座

今回は6列の他社CTとの違いを加えた有用性と
64列になって出来るメリットを含めてフィリッ

プスCTを説明していただきます。MRC管球、
BeattoBeatDelayAlgrithmなど新しい技術を知る

チャンスですので多数ご参加ください。

●情報誌「あすた−と」の原稿〆切は、発行日の20
日前までに広報部必着でお願いします。
■技師会会誌の原稿〆切は、発行日の30日前までに
広報部必着でお願いします。

会誌94号への原稿募集
■投稿事項
（1）内容

・誌上レポート、学術論文、一般論文、主張
・撮影、治療等での補助具の紹介
・文芸（随筆、詩、俳句、川柳、写真、挿絵など）

（2）字数等、特に制限はありません。
（3）本会事務所に原稿用紙を請求してください。
ワープロの場合は、1行48字、42行を1頁
として編集してください。

（4）原稿の締切
平成18年2月8日休）
（5）原稿の送付先 本会事務所
〒320−0024宇都宮而栄町5−7

栄町別館内

平成17年度 第5回消化管撮影研究会開催
日

時：平成18年1月26日㈹

場

所：西方病院

午後6時30分〜

5Fコミュニティホール

内 容：「各施設における
胃・大腸Ⅹ線検査の撮影法」
当日各施設の標準的撮影法および症例検討を時
間の許す限り意見交換をしますので、貴施設の胃・
大腸Ⅹ線検査フイルムをご持参くださるようお
願いします。ご持参出来る施設は下記へ連絡を
お願いします。

〈連絡先〉福田記念病院分院
鬼怒ケ丘クリニック 青山 良英
TELO285−84−1124／FAXO285−82−9991

TEL・FAX028−625−7979
E−mail tart＠ce．mbn．0r．jp

栃木県放射線技師会編集委員会宛

※投稿についてのお問い合わせは本会事務所、
事務局矢野宛にお願いします。

編
集
後
記

■新年あけましておめでとうございます。■本年
も技師会へのご協力とご支援お願いいたします。
■「あすた−と」のご愛読もよろしくお願いいた
します。
〔編集責任者 野沢幸二〕

編集・発行

発行人 赤 羽

泉

社団法人 栃木県放射線技師会
〒320−0024
TEL・FAX

宇都宮市栄町5−7

栄町別館内

O28q625−7979

銀行振込：足利銀行本店

（普通）1785921

郵便振替：00340−3−35730
URLhttp：／／www．tartnet．com／E一mai】tart＠ce．mbn．0r．jp
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平成17年度第3地区卒後教育講座
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