
2013

一般社団法人栃木県診療放射線技師会会誌

」0URNAL OF TO〔HIGL ASSO⊂lAT10N OF RAD暮OLOGIC TECHNOLOGISTS

TOCHIGIASSOCIATl0N OFRADl0LOGICTECHNOLOGISTS

ノ　、

一・二＿

牽≒蓋し　∵㌻　∴　三二　∈J eぎ　ー一　一一　、一、】

了ご　こ　こ　）　出立二二七ヨ匪Q　〕
∈ン　ら　＿GJ g＞　喧－黍熱意㌔む

ノ　⊂J q　二、q



Contents

●巻頭言

海馬（脳）を鍛える

■会　告

平成25年度第4地区卒後教育講座開催について

『報　告

平成25年度第2回卒後教育講座開催報告

平成25年度全国会長会議報告

平成25年度第1地区卒後教育講座開催報告

会長　神山　辰彦　　　　　　　1

■学　術

○平成25年度栃木県診療放射線技師会第1回卒後教育講座

「医療ITサービス及びpRシステムについて」

コニカミノルタヘルスケア株式会社　弦桐　　聡　………………　7

0平成25年度栃木県診療放射線技師会第2回卒後教育講座

放射線検査技術と読影の補助「四肢骨領域」

自治医科大学　杉本　英治・　　　　‥16

0平成25年度栃木県診療放射線技師会第2回卒後教育講座

放射線検査技術と読影の補助「中枢神経・頭頸部領域」

自治医科大学　木村有喜男・　　　・・19

■お知らせ

平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会演題募集

造影剤販売移管のお知らせ

■事務局報告

「第87回総会議事録」

「第88回総会議事録」

「第89回絵会議事録」

「平成24年度第

「平成24年度第

「平成24年度第

「平成24年度第

「平成24年度第

「平成24年度第

1回理事会議事録

2回理事会議事録

3回理事会議事録

4回理事会議事録

5回理事会議事録

6回理事会議事録

「会の動静、会員の動静」

「平成25年度事業計画予定表」

「一般社団法人栃木県診療放射線技師会定款」

■贅助・広告会員一覧

●編集後記

」
　
」
　
」
　
」
　
」
　
」

抄

抄

抄

抄

抄

抄

2
3
2
5
2
9
3
2
3
5
論
功
4
2
　
4
5
4
8
4
9
　
4
9
5
0
　
　
5
5
　
　
5
5

（



『海馬（脳）を鍛える』

一般社団法人栃木県診療放射線技師会

会長　神　山　辰　彦

来年の干支は、午（うま・馬）である。（子・丑・
寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・成・亥）の12種類
の干支（暦）を覚えやすくするために、身近な動物を

割り当てたという。

小学生のころ、年賀状にある午（うま）と午（う

し）の文字を勘違いしていて、午（うま）年をなぜ牛

（うし）と普くのかと悩み、午前と午後の（午）の文

字だと理解するのに時間を要した記憶がある。この午

（ご）の文字に関するもので、昼12時を正午（しょう
ご）、夜12時を正子（しょうし）と言う。午は南の方

角を示し、子午線（南北線）の語はこれに由来する。
端午（たんご）の節句は、旧暦で午の月は5月にあた

り、この月の端（はじめ）の午（うま）の日に祝って
いたが、のちに5が重なるこの月の5日（5月5EO

が端午の節句の日になったという。このように十二支

は、古代中国で考えられ、日・年・月・時刻・方位の

記述にも利用されてきた。

医療人として、午（馬）に関するものといえば、大脳

側頭葉の内側部にある海馬（かいば）となる。どうして

海馬という名前がついたのか。たまたま脳のある一部

が、タツノオトシゴ（hippocampus）に似ているから

hlpPOCampuS（ラテン語）という名前が付いて、英語も

そのままhippocampusになり、E1本ではhlppOCamPuS

→Seahorse→海馬と訳された。インターネット百科事典

のウイキペデイア（Wikipedla）で、海馬（脳）を調

べてみると、その画倭から類似性に納得すると思う。

是非ご参照していただきたい。

海馬は、いま覚えたばかりのことや直前の体験など

短期記憶を司る部分で、脳の神経細胞は増殖する能力
がないが、海馬だけはただ唯一使って鍛えれば増殖す
るらしい。（長期記憶は大脳皮質に保管）ネズミの実

験から、運動をよくするネズミのほうが海馬の神経細

胞が多く分裂する。ロンドンで道をよく覚えているベ

テラン運転手の海馬は大きい。アメリカでは戦地から

の帰還兵や幼児期に虐待を受けた人は、海馬が萎縮し
ている。アルツハイマーの方の海馬は、委縮してい

る。などなど、さまざまな報告がある。

『海馬（脳）を鍛える』方法をいろいろな分野の方
が話されている。海馬の神経細胞を増やす最も効果的

な方法は、海馬をよく使うことつまり鍛えることとな

る。この先、ボケないように今から鍛えておくことは

ムダなことではない。
・「歳のせいかもと自己暗示を掛けない。」最近の科

学では、「物忘れ」が加齢と共にひどくなるというこ
とは、迷信である。大人と子供では、脳の記憶量が異

なり100個の中から1個を選ぶことと10．000個中から

1個を選ぶのでは労力が遠い大容量になった宿命なの
で気にしないこと。
・「子どものような視点で世界を見る」大人はマンネ

リ化した気でモノを見ているので、驚きや刺激が減っ

てしまう。刺激が減るから、印象に残らず記憶力が落

ちたような錯覚を抱く。
・「手を動かすことで自分の経験となる」実際に科学

者は、実験の現場を離れるともうアイデアが浮かばな

くなる。大脳全体と手の神経細胞は非′削こリンクして
いる。

・「できないかもしれないと心配するストッパーを外

す」無意識のうちに能力にブレーキをかけることにな

る。ストッパーをかけずにやり続けてみると能力は向

上する。
・「やり始めないと、やる気は出ない」やる気がない

場合でもやり始めることが大串である。
・「旅や読替は脳を鍛える。」海馬は新しいことを処

理する能力がある。頭に入れた情報を外に出す作業を

すること。人に話をしたり、日記をつけると良い。も

ちろん演題発表は最高である。
・「脳は刺激がないことに耐えられない」脳は本能的

に刺激のあるほうに向かう。刺激を求めること。
・「言ってしまったことが未来を決める」脳は発言し

たことを定着させ、実現するように行動する習性があ

る。前向きの発言をすること。
・「十分に睡眠をとること」睡眠（最低でも6時間く

らい）も学習の一部であって、海馬は外部情報が

シャットアウトされた（睡眠）状態に情報の整理に集

中できる。
・「反複を繰り返すこと」記憶とは繰り返し海馬を刺

激することによって作られる。海馬が情報を保つこと

ができる期間は1カ月なので、この期間以内に復習す

ること。4時間で50％も忘れるという。

○別な方法として、筑波大学大学院征矢英昭教授
は、「筋肉が運動によって太くなるように、海馬の脳

神姪も運動により発達し、脳神経も増える。心拍数で
いうと1分間90～100ぐらいの運動でも効果がある。

ランニングよりスローペース、速く歩く程度の速さの

ジョギングを一日10分、2週間続ければ脳神経が増

え、6週間で認知機能自体が向上する。」とある。

最後に、「30歳を過ぎてから頭は良くなる」とあ

る。つながりを発見する能力は30歳を超えた時から飛

躍的に伸びるといわれているので、若い時からあまり

頭（脳）を使ってこなくても、これから頭脳明晰にな
れる可能性があるので、将来は明るい。

私にとっては、技師会活動が海馬を鍛える方法とし
てベストとなっているかも。

■参考

・r海馬一脳は疲れない－』著●池谷祐二・糸井韮里　発行新潮社

ウイキペデイア（WlklPedla）

その他
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平成25年度第4地区卒後教育講座の開催について

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より、本会の運営ならび

に活動につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

さて、この度平成25年度第4地区卒後教育講座を下記のとおり開催いたします。つ

きましては、会員多数の皆様にご参加をいただきたくご案内申し上げます。

記

日　時：平成26年1月18日（土）午後3時開会（受付　午後2時30分より）

場　所：佐野市民病院　A棟5階研修室

（佐野市田沼町1832－1TEL O283－62－5111）

演題1：「MRIハードウェアのしくみ」

講　師：東芝メディカルシステムズ株式会社

関東支社　営業推進部MRI担当　今　泉　裕　行先生

演題2：「MRIのコントラストについて」

そのシーケンス！こんな感じで使ってます。CAS前後の撮影を中心にl

講　師：公益財団法人老年病研究所付属病院

画像診断部主任　高　橋　清　彦先生

※なお、生涯学習カウントが付与されますので、技師格カードを持参してください。



雷害悪雷雲平成25年度第2匝卒後教育講座開催報告≡！

平成25年度　第2回卒後教育講座　開催報告

開催日時　平成25年11月9日出　午後3時00分～

開催場所　コンセーレ　アイリスホール（宇都宮市駒生1－1－6）

講演内容●主題『放射線検査技術と読影の補助』

講演1「四肢骨領域」

〈講師〉自治医科大学医学部放射線医学講座教授　　杉　本　英　治先生

講演2．「中枢神経・頭頸郡領域」

〈講師〉自治医科大学医学部放射線医学講座助教　　木　村　有喜男先生

神山会長の挨拶で始まった今年度第2回目の卒

後教育講座は、主題を「放射線検査技術と読影の

補助」として自治医科大学より二人の先生をお迎

えして行われました。参加会員は59名でした。

講演1は、放射線医

学教授杉本英治先生に

よる、四肢骨領域につ

いての講演でした。先

生はまず、放射線科医

の読影から診断にいた

るまでのプロセスや、

読影は、トレーニング

杉本英治先生　　　を積めばその能力が向

上することを実験データを交えて示してくれまし

た。臨床の話で、骨領域は、多彩なノーマルバリ

エーションを知ることや、MRIを施行しないとわ

からない骨折（脆弱性骨折）があること、関節疾

患の読影のポイント等をわかり易く話していただ

きました。

講演2は、中枢神

経・頭頚部領域につい

て、木村先生にご講演

いただきました。特に

MRIのFLAR・DWIが有

用な病態について幾つ

もの症例を提示してい

ただきました。FLARで

木村有留男先生　　は、血管性病態を見る

ことが出来たこと。DWIで脳皮質の変化を捉えた

とき、脳炎やヤコブ病等の診断に役立つこと、造

影後のFLARが、くも膜下腔の構造診断に役立つこ

とにはとても興味深い話でした。

今回の講演で、改めて読影の奥深さを考えさせ

られました。技師として、今後さらに比重が増す

であろう「読影補助」に対し、改めて努力してゆ

かなければならないことを痛感しました。

最後に、私たち技師のためにご講演賜りました

先生方に、深く感謝申し上げます。

学術部長　吉　成　亀　蔵

－3－



！！！！！平成25年度第2回全国地域達紹協議会（全国会長会議）報告！！

平成25年度第2回全国地域連結協議会（全国会長会議）報告

平成25年9月21日、島根県民会館3階大会議室で

行われた平成25年度第2回全回地域連絡協議会（全

国会長会議）に神山会長の代理として出席してきま

したので、会議での内容を報告します。

1、中澤会長挨拶

（1）大会期間中に住民や患者らの被ばくを防ごう

と島根県と日本診療放射線技師会は9月21日、相互

協力協定を結んだ。原子力災害に加え、医療従事者

らの被ばく防止を視野に連携し、県民生活の安全や

安心を確保するのが目的である。

（2）診療放射線技師の業務拡大のため以下の要望

を厚生労働省にしている。

・検診車における医師の立会いの見直し

・卒後臨床研修制度の確立

・画像誘導放射線治療の際、肛門内のガスを吸引す

るために行う肛門からのカテーテル挿入

（3）入会の促進

現在、診療放射線技師は、約55．000名が登録され

ている。本会の会員数は約28，000名であるため入会

者を増やすことが重要である。

2、議事次第

（1）会員の動向等について

平成24年度7月末会員数28，208名、平成24年度末　（

会員数28．125名、平成25年度7月末会員数28．475

名、入会者数759名、退会者数409名、前年同月との

対比267名増と報告。

（2）各種セミナー開催状況ならびに今後の予定

各種セミナーは、20名を満たない場合中止にする

と報告。来年度のセミナー申請の締め切りは、11月

15日であると報告。

（3）検診車における医師の立会いについて

照射装置の性能の向上も踏まえ、検診車における

エックス線照射のリスクについて検証した後に検討

すべきと報告。H25730に各施設に厚生労働省医　　（

政局医事課より「健康診断におけるエックス線照射

の安全性に関する研究」への協力依頼文普通知が出

され、内容は検診車での胸部エックス線撮影の安全

性についての調査協力である。また、H25．730に

各施設宛に厚生労働科学特別研究班主任研究者本田

浩様より「巡回検診における医師の立ち会いに関す

る調査へのご協力のお願い」の文書が通知された。

内容は、検診車での胸部エックス線撮影の安全性に

ついて、医師の立ち会いを含め、厚生労働科学特別

研究においても調査するものである。（アンケート

提出期限、平成25年8月23日睦）であった）

－4－



！！！≡！平成25年度第2回全国地域連結協議会（全国会長会議）報告！害

（4）60歳以上の会員の会費のあり方について

現在の50歳以上の会員数は、50歳代6，176名、60

歳代1．637名、70歳代402名、80歳代141名、90歳代

25名と報告。また、勤続表彰による終身会費免除者

は、509名と報告。

本年度入会者数は、年代別にみると20歳代が90名

と多いが、新卒者が約2．000名いるのでそれを考え

るともっと入会してもらいと報告。

退会者数は、年代別でみると男性が60歳代436名、

女性では30歳代170名とそれぞれもっとも多かったと

報告。会費等納入規程第8粂（会費の終身免除）に

「25年または30年勤続表彰受賞者で25年以上継続し

て会員であった者で55歳以上の会員は、100，000円を

本会に納付し、その旨を申請することにより、翌年

度以降の会費は終身にわたって免除されるものとす

る。」とあり会員に知らせ退会の数を減らす方向を

指導していくことも必要ではないかと報告された。

（5）データベース構築の進捗状況

平成26年2月より新システムへの切り替えスケ

ジュールは、平成26年1月18日仕）から平成26年2月

2日（日）まで現行システムの更新停止、e－ラーニン

グシステム受講停止、平成26年2月3日（月）新システ

ム切り替え予定日であると報告。

（6）第4回役職貞ワークショップについて

平成25年7月27日出28日（日）に湯河原商工会館で行

われたと報告。

内容は、被ばく低減施設を普及させるための方策

について、JARTが国民にできる放射線教育につい

て、大都市圏における入会促進の方策について。

（7）第30回日本診療放射線技師学術大会について

（大分）

平成26年9月19日睡）20日仕）21日（日）、別府国際コン

ベンションセンターで行うこと、大会テーマは『国

民・医療者と協働し、質の高い医療を提供しよ

う』、サブテーマは『調和がもたらす至極の業』、

大会の主眼は『診療放射線技師による読影と放射線

管理の真価』など詳細を報告。

（8）第31回日本診療放射線技師学術大会について

（京都）

平成27年11月21日～23日、国立京都国際会議場、

現在2．（旧0室のホテルを確保してあると報告。

（9）参議院議員選挙総括について

本会会員である「あぜもとしょうご」氏が自民党

参議院議員公認候補として名乗りを上げ、相談に来

たのが2月初旬であった。本会が今まで厚労省や各

政党に要望書を提出した内容を理解しており、その

実現のために努力したいので日本診療放射線技師会

の推薦と協力をお願いしたいと依頼された。自民党

の公認と本会の政策実現を条件に推薦と協力を行っ

た。しかし、残念ながら28，519票と得票数が伸びず

敗戦した。5月下旬からの「あぜもとしょうご」後

援活動、7月4日から選挙活動にご協力を頂いた全

ての皆様方に対し、心から感謝申し上げる次第であ

る。また、この活動期間中に本会の会貞名簿が利用

されたことに対し、会員の皆様方に心からお詫び申

し上げる。今後は個人情報保護の立場から慎重に取

り扱うよう努める次第であると報告。

（10）その他

①今回の東日本大震災は、本会の会費免除規程に

関する細別第1粂「災害による被災により会費

免除の取り扱いを受けることが出来る」に該当

することを報告。

②入会促進のため、新人を対象にフレッシュセミ

ナーを全国で実施頂いたが、次年度から非会員に

も呼び掛け入会促進を図っていきたい旨を報告。

（卦女性サミットについて、年1回各都道府県から

1名参加していただき行ってきたが今年度で終

了する。次年度からは、各地域の代表者に集

まっていただき開催する予定。

すべての議題について検討され、19時30に閉会

した。

副会長　小　黒　　　清
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㌍甘㌍平成25年度第1地区卒後教育講座開催報告！！

平成25年度　第1地区卒後教育講座開催報告

開催日時一平成25年10月5日出　午後2時30分～午後5時30分

開催場所一大田原市ふれあいの丘　シャトー・エスポワール会議室

参加人数　会員18名

内　　　容　「医用画像解析の実践」

①鮮鋭度（MTF）の講義及び実践

②粒状性（NPS）の講義及び実践

国際医療福祉大学　准教授　　室　井　健　三先生

今年度の卒後教育講座は、講師である国際医療福祉大学准教授室井健三先生の指導のもと、「医用画像解

析の実践」と遷してX線画像の画質を評価するMTFおよびNPSの測定をImageJとExcelを用いて実習形式で

行いました。X線画像の解像特性を評価するMTFやノイズ特性を評価するNPSは画質を評価する基本であ

り、学会発表で使用するデータ解析や装置を更新した際の画質評価に役立つと思います。

講座は、初めに解像特性およびノイズ特性の講義を行いました。その後、各自PCを用いてサンプル画像

からMTFおよびNPSを測定しました。受講生は慣れない作業からか四苦八苦しながら実習を行い、予定時

間を大きく超過してしまいました。しかし、タイトル通りの実践的な内容であったため大変充実した時間を

送れたと思います。この実習で学んだことを各病院で実践し、装置間比較などの評価を行うことでより一層

知識を深めていただきたいと考えております。また、この画像解析について各施設で同僚や後輩などに伝

え、誰もが使えるツールとして様々な評価が行われることを期待しております。

今回、参加人数こそ少数ではありましたが、地区外からの参加もあり大変好評に終わりました。今後も趣向

を凝らした卒後教育講座を企画していきたいと考えていますので、引き続きご参加いただければ幸いです。

最後に、講師をしていただいた室井健三先生に深く感謝申し上げます。

－6－
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平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

一般演題募集のお知らせ

平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

大　会　長　横　田　　　浩

実行委員長　鈴　木　達　也

平成26年6月28日（土）～29日（日）の2日間、茨城県うくぼ市「つくば国際会議場」において、

平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会を開催し、たします。

つきましては、一般演題発表を下記の要領にて募集しますので、学術演題および職能団体としての

特長を生かした演題をご応募いただきますよう、ご案内申し上げます。

記

会　期：平成26年6月28日（土）～29日（日）

会　場：つくば国際会議場（茨城県つくば市竹園2－20－3）

主　催：（公社）日本診療放射線技師会

（一社）千葉県診療放射線技師会　（公社）東京都診療放射線技師会

（公社）神奈川県放射線技師会　（一社）山梨県診療放射線技師会

（一社）長野県診療放射線技師会　（一社）新潟県診療放射線技師会

（一社）栃木県診療放射線技師会　（一社）群馬県診療放射線技師会

（公社）埼玉県診療放射線技師会

実　施：（公社）茨城県診療放射線技師全

潰嵐応募方法

○インターネットからのオンライン登録となります。他の方法での受付はいたしませんのでご了

承ください。

②大会ホームページ（http：／／kanto2014．uminjp）の演題登録ページから申し込んでください。

③一週間以内に受領メールが届かない場合は、大会事務局までお問い合わせください。

演題登録期間

平成26年1月6日（月）～3月1日（土）

大会事務局

〒310－0851茨城県水戸市千波町1948　茨城県総合福祉会館5階

公益社団法人茨城県診療放射線技師会事務所

TEL：029－243－6747　FAX：029－244－6767
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多大な貢献のあった会員についての会費免除や日放

技が実施している10万円会費一括納付をすれば、そ

の後の会費免除になる等の配慮を考えていただきた

いという会員からの要望があった。

議長：神山辰彦　方策については、今後、検討し

ていきたい。

議長はこの議案について議場に諮ったところ、満

場一致で承認された。

第12号議案　その他（報告事項と確認事項等）

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。
・医療画像情報精度管理士移行講習の開催報告

日時　平成25年1月27日（日）9　30～12　45

場所●燭協医科大学　臨床教室120番

担当　神山辰彦、野滞幸二、小黒　清

受講者：30名
・平成25年度監査会

日時一平成25年4月20日出16：（氾～

場所．栃木県放射線技師会事務所
・第1回三役会

日時　平成25年4月2他　平成25年監査会終了後

場所　栃木県診療放射線技師会事務所

議長：神山辰彦　理事会の開催回数と理事の数を

少なくすることで、法人の事業費を減らし、継続事

l会の動静

7／5　第2回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）

7／16　栃木県生活習慣病検診等管理指導者協議会

がん検診委員会

（栃木県立がんセンター）〈会長〉

7／17　あすた－と34号発行

7／28　静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会

（濁協医科大学）

8／7　栃木会館取壊しに伴う代替施設等に関する説

明会（元議員会館）〈矢野〉

9／3　第53回栃木県公衆衛生大会

（栃木県総合文化センター）

9／6　栃木地区公衆衛生協会評議員会及び幹事会

（栃木県下都賀庁舎）〈斉藤〉

9／20～22　第29回日本診療放射線技師学術大会

（島根県民会館）

9／21全国地域連絡協議会（全国会長会議）

（島根県民会館）〈小黒〉

9／30　会費納入／切

業に回していきたい。また、定款改正に伴い、議事

録に関して理事会では、議事録作成者、議長、出席

した監事の押印が必要となり、総会では議事録作成

者、議長及び選任された議事録著名人2名の記名押

印が必要となる。

諸規程等の変更については、定期総会時に提案を

行い、会員の承認を得たい。

議長はこの議案について議場に諮ったところ、満

場一致で承認された。

議長：神山辰彦　その他に何か報告事項等ない

か。

理事：柳沢三二朗　学術研究発表会等での演題募

集に苦慮することが多く、理事のいる施設での配慮

をお願いしたい。

議長は、その他について諮ったところ特になく、

以上本日の議案が、満場一致にて承認されたことを

確認した。

議長は平成24年度第6回理事会における議案がす
べて議決完了したことを宣し、議長席を降壇した。

会長：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時30分に散

会した。

10／5・6　第1地区卒後教育講座

（大田原市ふれあいの丘）

10／10　第3回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）

10／27　診療放射線技師基礎技術講習「X線CT検査」

（濁協医科大学）

11／9　第2回卒後教育講座

（コンセーレ　アイリスホール）

第3回理事会（コンセーレ　アイリスホール）

11／11栃木会館取壊しに伴う移転に関する説明会

（栃木会館）〈会長・矢野〉

11／16　北関東地域役員教育委員合同会議

（つくば国際会議場）〈会長・小異・吉成〉
11／19　第73回日本公衆衛生学会総会

（宇都宮市）実行委員会〈会長〉
11／27　第5地区卒後教育講座1（自治医科大学）

11／28　第4回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）

11／30　第2地区卒後教育講座（第1匝l）

（濁協医科大学病院）
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l平成25年度事業計画予定表

平成25年

12月11日的　会誌105号発行

平成26年

2月20日休）第5回業務執行理事会

（済生会宇都宮病院）
2月25日（火　第9回学術研究発表会抄録集発行

3月9日（日）第3回卒後教育講座・第9回学術研

究発表会

第4回理事会（濁協医科大学病院）
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卜般社団法人栃木県診層放鱒準準鱒筆攣

第1章　総　則

（名称）

第1粂　　この法人は、一般社団法人栃木県診療放

射線技師会と称する。

（事務所）

第2粂　　この法人は、主たる事務所を栃木県宇都

宮市に置く。

2　この法人は、理事会の決議によって従たる事務

所を必要な地に置くことができる。

第2要　目的及び事業

（目的）

第3粂　　この法人は、診療放射線技師の職業倫理

を高揚するとともに、医療放射線に関する技術及び

知識の向上を図り、医療放射線の適正利用を推進

し、もって医療と保健の維持発展に寄与することを

目的とする。

（事業）

第4粂　　この法人は、前条の目的のため、次の事

業を行う。

（1）　医療放射線技術及び放射線障害防止に関

する調査、研究

（2）　診療放射線技師の資質の向上に関する事

業

（3）　医療放射線技術を通じての地域医療及び

保健予防事業への協力

（4）　行政機関との連絡調整及び協力

（5）　前各号の主旨を目的とした会誌等の発行

（6）　その他この法人の目的を達成するために

必要な事菜

第3車　会　員

（法人の構成員）

第5粂　　この法人は、次の会員を置く。

（1）　正会員　診療放射線技師（診療エックス

線技師を含む）の免許を有し、この法人の

目的に賛同して入会した個人

（2）　賛助会月　この法人の事業を賛助するた

めに入会した個人又は団体

（3）　名誉会員　この法人に功労があった者又

は学識経験者で理事会の推薦に基づき社員

総会の承認を得た者

2　前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

（入会）

第6粂　　この法人の正会員又は賛助会員になろう

とする者は、理事会の定めるところにより申込みを

し、その承認を受けなければならない。

（入会金および会費）

第7粂　　正会員は、この法人の活動に必要な経費　　′（、

に充てるため、社員総会において定める会費等に関

する規則に基づき入会金及び会費（以下「会費等」

という）を支払わなければならない。

2　賛助会員は、会費等に関する規則において別に

定めるところにより賛助会費を納入しなければなら

ない。

（任意退会）

第8粂　　会月は、理事会が別に定める退会届を提

出して、任意にいつでも退会することができる。

（除名）

第9粂　　会月が次のいずれかに該当するときは、

社員総会の決議によって当該会員を除名することが

できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁

明の機会を与えなければならない。

（1）　この定款その他の規則に違反したとき

（2）　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反

する行為をしたとき

（3）　その他除名すべき正当な事由があるとき

（会員資格の喪失）

第10粂　　前2条の場合のほか、会員が次の各号の
一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）　成年被後見人、被保佐人になったとき

（2）　当該会月が死亡したとき

（3）　第7条の支払義務を2年以上履行しな

かったとき

（4）　診療放射線技師の免許を有しなくなった

とき
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（5）　給正会月の同意があったとき

（6）　当該会員が解散したとき

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

第11粂　　会員が第10条の規定によりその資格を寒

失したときは、この法人に対する会員としての権利

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。

2　この法人は、会員がその資格を喪失しても、既

納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを

返還しない。

第4準　社員総会

（構成）

第12粂　　社員総会は、すべての正会員をもって構

成する。

（権限）

第13粂　　社員総会は、次の事項について決議す

る。

（1）　会員の除名

（2）　理事及び監事の選任又は解任

（3）　常勤の理事及び監事の報酬等の額

（4）　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増

減計算書）並びにこれらの附属明細書の承

認

（5）　定款の変更

（6）　解散及び残余財産の処分

（7）　その他社員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事項

（開催）

第14粂　　社員総会は、定時社員総会として毎事業

年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある

場合に開催する。

（招集）

第15粂　　社月総会は、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　総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有

する正会月は、会長に対し、社員総会の目的である

事項及び招集の理由を示して、社月給会の招集を請

求することができる。

（議長）

第16粂　　社員総会の議長は、当該社員総会におい

て、出席正会員の中から選出する。

（議決権）

第17粂　　社員総会における議決権は、正会月1名

につき1個とする。

（決議）

第18粂　　社員総会の決議は、総正会員の議決権の

過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会

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、総正会

員の半数以上であって、稔正会員の議決権の3分の

2以上に当る多数をもって行う。

（1）　会員の除名

（2）　役員の解任

（3）　定款の変更

（4）　解散

（5）　その他法令で定められた事項

3　理事又は監事を選任する議案を決議するに際し

ては、各候補者ごとに第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20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の枠に達す

るまでの者を選任することとする。

（議事録）

第19粂　　社月給会の議事については、法令で定め

るところにより、議事録を作成する。

2　議長及びその総会で選任された議事録著名人2

名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章　役員

（役員の設置）

第20粂　　この法人に、次の役員を置く。

（1）　理事10名以上20名以内

（2）　監事　2名

2　理事のうち1名を代表理事とする。

3　代表理事以外の理事のうち6名以内を業務執行

理事とすることができる。

（役員の選任等）

第21粂　　理事及び監事は、社員総会の決議によっ

て選任する。
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2　代表理事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　前項で選任された代表理事は、会長に就任す

る。

4　理事会は、その決議によって、第2項で選定さ

れた業務執行理事から副会長及び常務理事を選任す

ることができる。ただし、副会長は2名、常務理事

は1名とする。

（理事の職務及び権限）

第22粂　　理事は、理事会を構成し、法令及びこの

定款に定めるところにより、職務を執行する。

2　会長は、法令及びこの定款で定めるところによ

り、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執

行理事は理事会において別に定めるところにより、

この法人の業務を分担執行する。

3　会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月

を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況

を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第23粂　　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、この法人の業務及び財産の状況の

調査をすることができる。

（役員の任期）

第24粂　　理事の任期は、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社員総会

の終結の時までとする。

2　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社員総会の終

結の時までとする。

3　補欠として選任された理事又は監事の任期は、

前任者の任期の満了する時までとする。

4　理事又は監事は、第20条に定める定数に足りな

くなるとき、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。

（役員の解任）

第25粂　　理事及び監事は、社員総会の決議によっ

て、解任することができる。

（報酬等）

第26粂　　理事及び監事は、無報酬とする。ただ

し、常勤の理事又は監事に対しては、社員総会にお

いて定める総額の範囲内で、社員総会において別に

定める報酬等の支給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。

（顧問）

第27粂　　この法人に、若干名の顧問を置くことが

できる。

2　顧問は、学識経験者のうちから、理事会におい

て任期を定めた上で選任する。

3　顧問は、無報酬とする。

4　顧問には、その職務を行うために要する費用の

支払いをすることができる。

（顧問の職務）

第28粂　　顧問は、会長の諮問に応え、会長に対

し、意見を述べることができる。

第6章　理事会

（構成）

第29粂　　この法人に理事会を置く。

2　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第30粂　　理事会は、次の職務を行う。

（1）この法人の業務執行の決定

（2）理事の職務の執行の監督

（3）会長及び業務執行理事の選定及び解職

（招集）

第31粂　　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、各理事が理事会を招集する。

（議長）

第32粂　　理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2　会長が欠けたとき、又は会長に事故があるとき

は、出席した理事の中から議長を選出する。

（決議）

第33粂　　理事会の決議は、決議について特別の利

害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。
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2　前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたと

きは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第34粂　　理事会の議事については、法令で定める

ところにより、議事録を作成する。

2　出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名

押印する。

第7章　業務執行理事会

（業務執行理事会）

第35粂　　この法人に業務執行理事会を置く。

2　業務執行理事会は、会長及び業務執行理事を

もって構成する。

3　業務執行理事会は、次に掲げる事項について検

討し、その内容を理事会に報告する。

（1）社員総会における提案事項

（2）理事会における提案事項

（3）理事会から委任された事項

（4）その他会務運営に関する事項

4　業務執行理事会の議事の運営に関し必要な事項

は、理事会の決議により別に定める。

第8章　委員会

（委員会）

第36粂　　この法人の事業を推進するために必要あ

るときは、理事会はその決言削こより、委員会を設置

することができる。

2　委貞会は、会長の諮問について調査審議または

立案し、これを答申する。

3　委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちか

ら、理事会が選任及び解任する。

4　委貞会は、その目的に関する検討結果を理事会

に報告しなければならない。

5　委員会の任務、構成及び道営に関し必要な事項

は、理事会の決議により別に定める。

第9章　資産及び会計

（事業年度）

第37粂　　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38粂　　この法人の事業計画書、収支予算舌につ

いては、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が

作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告する

ものとする。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、主たる事務所に、当該

事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

（事業報告及び決算）

第39粂　　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、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

時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類につ

いてはその内容を報告し、第3号から第6号までの

書類については承認を受けなければならない。

（1）　事業報告

（2）　事業報告の附属明細書

（3）　貸借対照表

（4）　損益計算書（正味財産増減計算番）

（5）　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

（6）　財産目録

2　前項の書類のほか、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。

第11章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第40粂　　この定款は、社員総会の決議によって変

更することができる。

（剰余金の分配）

第41粂　本会は、剰余金の分配を行うことができな

い。

（解散）

第42粂　　この法人は、社員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。

（残余財産の帰属）

第43粂　　この法人が清算をする場合において有す

る残余財産は、社員総会の決議を経て、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粂第

17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈

与するものとする。
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第12車　公告の方法

（公告）

第44粂　　この法人の公告は、電子公告により行

う。

2　事故その他やむをえない事由によって前項の電

子公告をすることができない場合は、官報に掲載し

て行う。

第13車　事務局

（設置等）

第45粂　　この法人の事務を処理するため、事務局

を設置する。

2　事務局には、所要の職員を置く。

3　重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免

する。

4　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理

事会の決議により別に定める。

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

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律第121粂第1項において読み替えて準

用する同法第106粂第1項に定める一般社団法人の

設立の登記の日から施行する。

2　この法人の最初の会長は神山辰彦、副会長は茂

木常男及び野澤幸二、常務理事は福田敏幸、業務執

行理事は牧島正道、金田幹雄及び吉成亀蔵とする。

3　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律の整備等に関する第

121粂第1項において読み替えて準用する同法律第

106粂第1項に定める特例民法法人の解散の登記と
一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37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。

これは、当法人の定款である。

栃木県宇都宮市本町12番11号
一般社団法人栃木県診療放射線技師会

代表理事：会長　神山　辰彦
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賛助・広告会員一覧

0富士フイルムメディカル株式会社

0日本メジフィジックス株式会社

0束芝メディカルシステムズ株式会社

0栃木放射線株式会社

0富士フイルムRIファーマ株式会社

o GEヘルスケア・ジャパン株式会社

0エーザイ株式会社

0株式会社島津製作所

0株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

0第一三共株式会社

。カイゲンファーマ株式会社

0ケアストリームヘルス株式会社

0株式会社邦商

0株式会社日立メディコ

Dシーメンス・ジャパン株式会社

0堀井薬品工業株式会社

り†イエル薬品株式会社

0伏見製薬株式会社

0マリンクロットジャパン株式会社

。コニカミノルタヘルスケア株式会社

0株式会社ドクターネット

（順不同）

編集後記

●会誌の発行日が12月に変更されました。年末は様々

な原稿や報告書の締め切りが多く、日々焦っているの

は私だけでしょうか？今年の仕事は、今年の内に！

■今年の新語・流行語大賞が決まりました。「今で

しょl」、「お・も・て・な・し」、「じえじえ

じえ」、「倍返し」と豊作の年でした。皆さんも事あ

るごとによく使ったことと思います。

■第2回卒後教育講座は「放射線検査技術と読影の補

助」というテーマで企画されました。日本診療放射線

技師会でも読影セミナーなどの‘‘読影の補助’■に関する

企画が目立っています。診療放射線技師が行わなけれ

ばならない“読影の補助”とは何なのか？医師の業務負

担を軽減するためではなく、診断の質を上げるために

医師とは違った視点で読影することが必要なのだと私

は考えています。

■巻頭言にもあるように、来年の干支は「午（う

ま）」です。「馬」が出てくることわざは多くありま

すが、私は学生に‘‘Youmayleadahorsetothewater，

butyoucanltmakehimdrink（馬を水辺に連れて行く

ことはできても、水を飲ませることはできない）

と、よく愚痴を言います。大学へ入学できても本人に

意欲が無ければ、学力を身につけさせることはできな

いのです。いつになったら、水を飲みたいと思ってく

れるのでしょうか・・。

一般社団法人栃木県診療放射線技師会編集委員会
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