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情報誌
回顧の滝（みかえりのたき）

ノー＼

■尾崎紅葉の金色夜叉でも紹介された塩原を代表する滝で、回顧の吊橋を渡り、10メートル程歩くと
観選台（展望台）があり、そこから滝を眺めることができます。観渥台から水晶のすだれをたらした
ような滝が眺められます。景色が美しく「去る旅人が振り返らずにいられない」と言われたことから、
この名が付きました。
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告 第3回栃木県放射線技師会学術研究発表会演題募集
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「会

社団法人栃木県放射線技師会

会長 茂 木 常 男

第3回栃木県放射線技師会学術研究発表会が、平成19年3月11日に開催されます。

つきましては広く演題を募集いたします。会員の皆様の多数の応募をお願いいたします。応募
方法については以下に示します。

記

開催 日：平成19年3月11日（日）

会

場：とちぎ生きがいづくりセンター（健康の森）講堂

発表形式：PCによる口述

発表時間：7分
内

容：演題名、発表者、共同発表者名を明記し、発表目的を200字以内に
まとめてください。

申込方法：原則として電子メールでお願いします。電子メールが使用できない
場合は内容を印字した用紙とファイルをFD（通常保存とテキスト

保存）を郵送してください。
締切 日：平成18年12月8日蛙）
演題送付：〒329−0498

栃木県下野市薬師寺3311−1

自治医科大学附属病院 中央放射線部 柳沢三二朗
E−mail myan＠tartnet．com／電話0285−58−7238（新館放射線直通）

問合せ先：電子メール、電話にて上記までお問い合わせください。
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日

時：平成18年9月7日㈹

午後1時〜午後5時

場
所：県総合教育センタ一 大講義室
研修内容：講演（1）「公益法人行政の動向」
総務省 大臣官房管理室 公益法人行政推進室
参事官補
辻
寛 起
講演（2）「公益法人制度改革の概要」
内閣 行政改革推進本部事務局
参事官補佐 河 内
勝
講演（3）「新公益法人会計について」
公認会計士 上 倉 葉 介
栃木県所管の公益社団法人及び公益財団法人約330団体を対象とした公益法人研修会に出席した。
この研修会は毎年1回開催されており、今年度は3つの講演が行われた。特に公益法人制度改革の概要

は法人格を有する本会にとって重要となるので、会員諸氏にも十分な理解をお願いしたく報告する。

公益法人改革に関する法律（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律）が平成18年6月2日に公布された。
一般社団法人・一般財団法人とは、余剰金の分配を目的としない社団及び財団であり、登記によって取

得できる法人格である。一般社団法人・一般財団法人のうち、公益事業（学術、芸術、慈善その他の公益
に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの）を行うことを主たる目的とし
ている法人は、申請して、公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができる。現行の公益法人は
移行期間内に公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人への移行の申請をする必要が
（

ある。移行期間は法律の施行の日（法律の公布（H18．6．2）から2年6ケ月を超えない範囲で政令が定
める日）から5年間とし、移行期間中に移行しない法人は解散したものとみなされる。
公益社団法人や一般社団法人への移行の手続に関する詳細は、今後、内閣府令などにより定めていくが、

移行までに定款の変更（法人名称の変更、目的や事業内容の変更、組織の変更など）を、総会の決議を経
るなどして、法人として正式に意思決定しておかなければならない。
なお、公益法人制度改革の概要についてのパンフレットの作成が行政改革推進本部事務局より進められ
ており、行政改革推進本部事務局公益法人制度改革のホームページにも掲載されているので、ぜひ見ても
らい公益法人制度改革の内容を理解して欲しい。

●行政改革推進本部事務局公益法人制度改革ホームページ
http：／／www．gyoukaku．go．jp／about／index＿koueki．html

●一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
http：／／www．gyOukaku．go．jp／Siryou／koueki／Pdf／0602ipan＿Syadanhouritsu．pdf

●公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
http：／／www．gyOukaku．go．jp／Siryou／koueki／Pdf／0602kouekLhouritsu．pdf

●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
http：／／www．gyoukaku．go．jp／Siryou／koueki／pdf／0602seibLhouritsu．pdf
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平成18年度

医療学セミナーの開催について
（申請中）

第4回 消化管撮影研究会のご案内
日

時：平成18年11月25日出15：00〜16：00

場

所：栃木県立がんセンター 3階大講堂

内

容：1．「上部消化管Ⅹ線検査撮影法の
標準化をめざして」
世話人 鬼怒ケ丘クリニック
青

山

良

平成19年1月7日（日）

受講受付．平成18年11月6日偶）10：30〜
期
間●
平成18年12月8日絵）15：30まで

受講料：3，500円
英

2．「各施設における胃・
大腸Ⅹ線検査の撮影法」
′■ヽ

開催 日：平成18年12月17日（日）

※当日各施設の標準的撮影法および病例検討を
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下さるよ

うお願いします。ご持参出来る施設は下記へ連

認定試験日：平成19年3月4日（日）

主

催：社団法人栃木県放射線技師会

◆平成18年12月17日（日）8：45〜18：30

会

場：国際医療福祉大学

大田原市北金丸2600−1

絡をお願いします。

電話0287−24−3000

〈世話人代表 青山良英〉
勤務先：福田記念病院分院鬼怒ケ丘クリニック
電

M棟M−101教室

内

容：
1．「インフォームドコンセントと医療情報」

話：0285−84−1124／Fax：0285−82−9991

（3時間）

E−mail：rYOei50＠Ybb．ne．jp

2．「医療制度の歴史」（3時間）

3．「医療サービスと診療放射線技師の

役割実習（患者接遇・患者心理）」
会誌96号への原稿募集
′ヽ

（2．5時間）

｛投稿事項
◆平成19年1月7日（日）9：00−18：00

（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

会

場：栃木県済生会宇都宮病院

・文芸（随筆、詩、俳句、川柳、写真、挿絵など）

グリーンホール

（2）字数等、特に制限はありません。

宇都宮市竹林町911−1

（3）本会事務所に原稿用紙を請求してください。

電話028−626−5500

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

容：
1．「医療倫理と患者の権利」（2．5時間）

平成19年2月2日佳）

（5）原稿の送付先 本会事務所
〒320−0024宇都宮而栄町5−7

内

栄町別館内

2．「生命倫理」（2．5時間）

3．「医療サービスと診療放射線技師の役割」
（2．5時間）

TEL・FAXO28−625−7979
E−mail tart＠ce．mbn．or．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。

1日目と2日目の会場が異なりますので

ご注意ください。
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事
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第2回卒後教育講座（公開講座）
日

時：平成18年12月2El仕）

あすた−と11号発行

第4回理事会（済生会宇都宮病院）

15：00〜（受付14：30）

場
内

所：佐野医師会病院
容：〈座長〉佐野市民病院 長沢 雅史

第4回消化管撮影研究会
第3回医用画像情報管理士認定試験

第4地区卒後教育講座

1．看護師への放射線治療教育について

第14回放射線機器管理士認定試験

足利赤十字病院 簾谷 和男

第12回放射線管理士認定試験

2．IP板の散乱線の影響について

医療学セミナー（1日目）

足利赤十字病院 石田 敏哉
3．内臓脂肪測定時の呼吸位相と脂肪面積の変化

佐野厚生総合病院 江原 信隆
4．MLCによる不整形照射野のMU計算手順

医療学セミナー（2日目）

あすた−と12号発行

佐野厚生総合病院 和田 倫行

第5回三役会

第5回理事会（済生会宇都宮病院）
第6回三役会
会誌96号発行

アドバンスド認定試験

平成19年度北開東地域放射線技師学術大会埼玉大会

第6回理事会（済生会宇都宮病院）

開催期間：平成19年11月10仕上11（日）

第75回総会、第3回卒後教育講座

会

第3回学術研究発表会

場：四季の湯温泉 ヘリティジ・リゾート
埼玉県大里郡江南町小江川228
Tbl O48−536−1212㈹

ADセミナー（救急医療学、医療安全学、看護学、
医療学）を随時実施予定

メインテーマ：『plus Alpah』

サブテーマ：『何を持ち帰りますか』

主

催：社団法人日本放射線技師会
北関東地域放射線技師会

開

催：社団法人埼玉県放射線技師会
≪参加者へのご案内≫
ベーシックカード又は技師格カードを必ず

■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。

編集後記

ださい。受付をしないと参加ポイントが加

｛ゆく秋をおしむかのように、落ち葉が風に舞
う頃となりました。風邪などひかぬよう気をつ
けましょう。｛今回から野澤前部長より引き継

算されません。

ぎました。よろしくお願いします。

持参し、各所属の県技師会で受付をしてく

〔編集責任者 小野光也〕

編集・発行

発行人 茂 木 常 男
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

028−625−7979

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−mailtart＠ce．mbn．0r．jp
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平成18年度第4地区卒後教育講座

