
 

 

 

令和２年度 公益社団法人福島県診療

放射線技師会会津地区協議会全体会 

 
 

期 日   令和２年５月２３日（土） 
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 会津地区協議会全体会 

18:00 ～ 19:00        

 



 

会津地区協議会全体会 
 

次第 

 

一、 開会 

二、 委員長挨拶 

三、 議長選出 

四、 書記選出  

五、 資格審査報告 

六、 議事 

第１号議案 ２０１９年度事業報告 

    第２号議案 ２０１９年度収支決算報告    

第３号議案 ２０１９年度会計監査報告 

第４号議案 令和２年度事業計画（案） 

第５号議案 令和２年度収支予算（案） 

第６号議案 その他 

        

七、 議長・書記解任 

八、 閉会 



第 1号議案 

2019年度 事業報告 

 

総括 

昨年は、 新天皇陛下が即位され令和が幕開けし、日本は新たな時代を迎えま

した。また、吉野彰氏がノーベル賞（化学）を受賞するなど明るいニュースも

ありました。吉野氏の先駆的で実用的な研究は、モバイル社会を可能にしただ

けでなく、我々技師の周りにおいても FPDのバッテリーなど様々なところで活

用され医学の進歩にも大きく貢献されていることから、心より称賛の拍手を送

りたいと思います。しかしその一方で、東日本を襲った大型台風は関東や東北

地方に多くの災害の爪痕を残しました。被災地の方々に心よりお見舞い申し上

げますとともに、被災地の一刻も早い復旧・復興を祈念しております。そして、

年末より発生している新型コロナウイルスの感染拡大は留まるところを知らず、

世界的にも、国内、県内においても厳しい状況が続いています。なにより、こ

の新型コロナウイルス感染症により各医療機関にも大きな影響が及んでいます。

最善を尽くして感染予防や診療などに日夜、業務に従事し地域医療を支えてい

る会員をはじめ、医療関係者の皆さまに心より敬意を表します。 

福島県診療放射線技師会の事業では、11 月に行われた県学術大会において、

開催予定であった会場（星総合病院）が台風 19号の被災により、急遽会場を太

田看護専門学校に変更しての開催となりましたが、会津地区からも 3 施設５演

題 4 名の方から発表がありました。また、仙台市で行われた第 9 回東北放射線

医療技術学術大会においては、竹田綜合病院から皆川貴裕氏・小柴佑介氏の２

名がシンポジストとしての発表があり、診療放射線技師としての知識・技術の

向上発展に大きく貢献して頂きました。 

会津地区協議会では、事業計画に基づいて、会津画像研究会・乳房撮影研究

会・会津若松市健康まつりへの参画・会津地区協議会交歓会など計画通りに事

業が進めることができました。第 100 回会津画像研究会では、記念開催と銘打

って、教育講演として、福島県立医科大学   新医療系学部設置準備室  久保教

授、基調講演として福島県診療放射線技師会 新里会長と貴重な２講演を含む内

容で開催することができました。 

会津地区協議会としては、年度末の委員会が新型コロナウイルスの影響のた

め開催出来ませんでしたが、会員に対する事業が無事に行えたことは、会員や

賛助会員のご支援やご協力のおかげと感謝いたします。これからも会津地区協

議会の事業活動への理解と活発的なご意見や積極的な技師会活動への参加を求

めると同時に、皆様方のご支援とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

 

 



 

 

2019 年度 会津地区協議会事業報告 

 
・２０１９年度 公益社団法人福島県診療放射線

技師会会津地区協議会全体会 

 日時：２０１９年４月２１日（日） 

    ９時３０分～１１時３０分  

 場所：神楽想 ２階 神楽スペース   

 ２７名出席 委任状５４名 

○会津画像研究会 

・一般講演 「造影剤リスクマネジメント 

アナフィラキシーへの対応を中心に」 

第一三共株式会社 医薬営業本部 

スペシャルティ・マーケティング部 

造影剤グループ造影剤領域担当＜東北＞ 

成谷 光造 氏 

・一般講演 「ITEMの報告」 

コニカミノルタジャパン 株式会社 

東北支店 

佐藤 新也 氏 

・会員施設紹介 

佐藤医院 

             白川 義廣 氏  

磐梯町保健医療福祉センター  

瑠璃の里 

              池田 孝男 氏 

○公益社団法人福島県診療放射線技師会  

会津地区協議会全体会 

  

・２０１９年度 会津乳房撮影研究会 

日時：２０１９年５月２１日（火） 

   １８時１５分～１９時３０分 

場所：竹田綜合病院 総合医療センター２階 

画像診断センター カンファレンス室 

 ２０名参加（会員１７名）    

・２０１９年度会津若松市乳がん検診について 

・マンモ領域のピラニア使用方法 

 

・第 1回 会津地区協議会委員会 

日時：令和元年７月１８日（木） 

   １８時１５分～１９時４５分 

場所：竹田綜合病院 総合医療センター２階 

画像診断センター カンファレンス室 

 １７名出席 

議題 １．令和元年度会津地区協議会 

委員自己紹介 

２．県理事会報告 

３．県委員会報告 

４．令和元年度事業について 

５．その他 

 

・第９９回会津画像研究会 

日時：令和元年７月２５日（木） 

   １８時１５分～１９時１５分 

場所：会津医療センター２階 第４会議室         

 １８名参加（会員１８名） 

演題１．「HCV患者に対する DAA治療前後の

EOB-MRIの役割」 

バイエル薬品株式会社 

ラジオロジー事業部 

安達 恭幸 氏      

演題２．「 CT： Deep Learning の  

画像処理への応用」  

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

東北支社 営業推進部 CT 担当  

大西 輝法 氏  

 

・第３５回会津若松市健康まつり 

日時：令和元年９月２９日（日） 

   ９時００分～１５時３０分 

場所：会津若松市文化センター 

８名参加 

  パネル展示/スタンプラリー参加 

  ブース来訪者 １６３人 

 

・令和元年度会津地区協議会交歓会 

日時：令和元年１０月１１日（金） 

   １８時４０分～１９時４５分 

場所：山鹿クリニック２階 カンファレンス室        

 １６名参加（会員１６名） 

○教育セミナー 

１．「医療現場における  

医療安全推進のための取り組み」 

(一財 ) 竹田健康財団  竹田綜合病院  

医療の質管理部  医療安全管理室  課長   

須田  喜代美  氏 

２．「 FPD の基礎原理と臨床応用」  

コニカミノルタジャパン  株式会社  

東北支店  

岩田  清治  氏  

○懇親会 

 



 

 

・第１００回会津画像研究会 

日時：令和元年１１月１６日（土） 

   １８時３０分～２０時１０分 

場所：竹田綜合病院 総合医療センター１階 

   竹田ホール         

 ２９名参加（会員２９名） 

１．情報提供「オムニパークシリンジ  

製剤の適正使用について」 

第一三共株式会社 医薬営業本部 

スペシャルティ・マーケティング部 

造影剤グループ造影剤領域担当＜東北＞    

成谷 光造 氏 

２．教育講演「研究をしてみよう！  

その疑問は研究のタネです．」  

福島県立医科大学   新医療系学部  

設置準備室   教授  

久保  均   氏  

３．基調講演「 Ai から AI へ   

-造影剤豆知識を含めて -」  

公益社団法人福島県診療放射線技師会  

会長（一般財団法人  太田綜合病院附属

太田西ノ内病院）                           

新里  昌一  氏  

 

 

・第１０１回会津画像研究会 

日時：令和２年２月１８日（火） 

１８時１５分より 

場所：会津中央病院 イーストセンター5階 

消化器科会議室 

２４名参加（会員２４名） 

演題１．「線量管理システム  

Radimetrics 製品紹介」        

バイエル薬品株式会社  

ラジオロジー事業部  

            安達 恭幸 氏 

演題２．「当院における線量管理の運用」  

  竹田綜合病院 放射線科 

小柴  佑介  氏  

  

  



第２号議案

                      ２０１９年４月１日～２０２０年３月１３日

収入の部 単位：円

項    目 予算 決　　算

正会員通常会費         180,000 80,000         公益社団法人　福島県診療放射線技師会より

支部学術研修会助成金 30,000         30,000         公益社団法人　福島県診療放射線技師会より

認可事業収入 -                 -                 公益社団法人　福島県診療放射線技師会より

研修事業収入 なし

収入合計（A） 210,000       110,000       

支出の部
款  /  項  /  目 予　　算 決　　算 備　　　　　　　　考

事業費/学術研修事業費/
表彰費

10,000         -                 表彰等

学術研修事業費/学術研修
費

10,000         5,000           学術奨励金Ｈ３０年度より廃止　講師謝礼（１０/１１交歓会）

啓蒙普及事業費/放射線相
談コーナー

40,000         25,840         
会津若松市健康祭り手当　(前日準備９/２８：午後2,000円１人　1,000円２人、　　当日９/２９：
1日６,000円２人　半日2,000円２人　後片付け1,000円2人）・飴代３８４０円

事業費/厚生事業費/厚生
費

10,000         -                 弔電代、その他

管理費/会議費/役員会費 60,000         25,036         
会津地区協議会全体会４/２１　会場費（神楽想）
第１回会津地区協議会軽食・お茶代　１０/１１お茶代

管理費/旅費交通費/役員
旅費

70,000         28,950         
第１回会津地区協議会委員会日当・旅費
会計監査日当・旅費

管理費/需要費/事務消耗
品費

5,000           2,418           ピットのり、チューブファイル

管理費/需要費/通信運搬
費

5,000           4,072           
切手代（２円切手３７枚・８４円切手１４枚）、葉書代（６２円３６枚）
レターパック代、支出票送料代　、残金振込手数料等

管理費/需要費/什器備品
費

-                 -                 什器備品費（金額が10万円を超える物品）

特別会計(研修事業収入） -                 -                 会津地区特別会計へ

支出合計(B） 210,000       91,316         

収入合計（A） 110,000       

収出合計（B） 91,316         

（A）－（B） 18,684

　　　　返金しました。

２０２０年　５月２３日

　　　　公益社団法人福島県診療放射線技師会　　会津地区協議会　　委員長　鈴木　雅博

公益社団法人福島県診療放射線技師会　　会津地区協議会会員各位

２０１９年度　会津地区協議会収支決算報告書　

備　　　　　　　　考

　　尚、３月１３日（水）締め時の残金１８６８４円は、３月１３日に公益社団法人福島県診療放射線技師会に

　　（その後３月に発生したものについては、仮払いに対して４月振り込みで、立て替え処理する事となります。）

　　　　上記の通り御報告致します





第 4 号議案       

令和 2 年度 事業計画 （案） 

 

日頃は福島県診療放射線技師会ならびに会津地区協議会の事業活動に多大な

るご協力並びお力添えを頂きまして誠にありがとうございます。新年度が開始

したものの新型コロナウィルスによる影響が各方面へと広がっており、予断の

許さない状況が続いております。そして、政府から史上初めてとなる緊急事態

宣言が発せられ、人々の生活にさらに多大な影響を及ぼしています。 

このような状況の中で、命を守り、感染拡大を防止するため、保健医療福祉

の最前線で御尽力されている会員の皆様に深く感謝いたします。会津地区協議

会としましては、福島県内において感染拡大している状況を重く受け止め、関

係機関等と密接な連携を図りながら、情報収集と発信に努めるとともに、適切

な対応を進めていきたいと思います。 

令和 2 年度の事業計画としましては、例年行っている事業に関して可能な限

り今年度も継続して行っていきたいと思っておりましたが、新型コロナウィル

スの影響で、毎春行われていた会津乳房撮影研究会は、今年度開催を見送る事

となりました。今後も、新型コロナウィルスの感染状況や社会状況を鑑みなが

ら事業実施をその都度検討して行きたいと思っております。各事業に関しては、

確定し次第皆様へご案内させて頂きますのでご了承ください。 

また、例年お願いしている内容になりますが、福島県診療放射線技師会なら

びに地区協議会の運営は、会員の皆様の会費にて成り立っております。会費の

滞納は技師会活動に大きな支障を来します。円滑な運営のためにも、出来れば

早期の会費納入をお願いした上で、９月３０日の期限までには必ず納付し、納

付率 100％となるよう全会員が徹底するようお願い致します。 

 

会員の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、一日も早く新型コロナウィルス

感染症が終息に向かいますよう、刻々と変わる状況の中で正しい対処法をきち

んと理解しつつ、様々な対応を行っていきたいと思いますので、引き続きご理

解ご協力を賜りますようお願い致します。 

 

事業内容： 

・会津若松市健康まつりの参加協力 

・会津画像研究会 

・会津地区協議会交歓会 

・各委員会・研究会・講演会・講習会・分科会・学術大会などへの参加・協力 

 

○その他、会員からの新たな要望があれば取り組んでいきたい。 



第５号議案

　福島県放射線技師会　会津支部会員各位

            令和２年４月１日～令和３年３月３１日

                                                         単位：円

項     目 本年度予算 前年度予算 備　　　　　　　　考

正会員通常会費支部助成金         190,000         180,000 公益社団法人　福島県診療放射線技師会より

支部学術研修助成金 30,000          30,000          公益社団法人　福島県診療放射線技師会より

認可事業助成金 -                  -                  公益社団法人　福島県診療放射線技師会より

研修事業収入
非会員放射線技師研究会等参加費１０００円
会津地区特別会計へ。

収入合計 220,000        210,000        

款  /  項  /  目 本年度予算 前年度予算 備　　　　　　　　考

事業費/学術研修事業費/
表彰費

10,000          10,000          表彰等

学術研修事業費/学術研修
費

10,000          10,000          講師謝礼金等

啓蒙普及事業費/放射線相
談コーナー

30,000          40,000          会津若松市健康祭り　前日及び当日の日当・旅費等

事業費/厚生事業費/厚生
費

10,000          10,000          弔電代、その他

管理費/会議費/役員会費 50,000          60,000          
会津地区協議会全体会　会場費及びお茶代等
協議会委員会　軽食お茶代等

管理費/旅費交通費/役員
旅費

80,000          70,000          協議会委員会日当・旅費  　（委員会全員出席で25,780円）

管理費/需要費/事務消耗
品費

5,000            5,000            コピ－用紙、宛名ラベル、プリンターインク、その他

管理費/需要費/通信運搬
費

25,000          5,000            
切手、はがき、封筒代、等　　在庫の切手、はがき等消費した
ため　　（年間の通信運搬費約25,000円）

管理費/需要費/什器備品
費

-                  -                  什器備品費（金額が10万円を超える物品）

特別会計(研修事業収入） 会津地区特別会計

支出合計 220,000        210,000        

　　　　公益社団法人　福島県診療放射線技師会会津地区協議会　　委員長　鈴木　雅博

公益社団法人福島県診療放射線技師会　　会津地区協議会会員各位

令和２年度　会津地区協議会収支予算　（案）

　収入の部

　支出の部

令和２年　５月２３日



第６号議案       

その他 

１） 会津地区協議会規約の一部改訂 

 

会津地区協議会規約 

 第 3章 委員 第 7 条 第 1 項  

  【旧】 ⑥監事（会計監査） 2 名 

↓ 

削除 

 

第 3章 委員 第 7 条 第 3 項  

↓ 

削除 

 

第 3章 委員 第 10 条 第 4 項  

↓ 

削除 

 

 第 4章 会議 第 14 条 第 1 項  

  【旧】 事業報告、決算の承認、並びに事業計画、予算に関すること 

↓ 

【新】 事業報告、決算報告、並びに事業計画、予算に関すること 

 

 

 

（理由）  

福島県診療放射線技師会の監指摘事項にて、「監査は本部会計監査一度きりでよい。

監査は何度も行うものではないし、監事は本部監事と外部監事のみでよい。」との指摘

があり、地区協議会に監事（会計監査）を配置する必要がなくなったため 

 

 

 

 

 

 

 



２） 会津地区協議会委員の解任 

 

会津地区協議会規約の一部改訂に伴い、令和２年度まで委員に選出されていた下記

２名の解任をお願いしたい。 

 

【監事（会計監査）】  

菊地 孝典 （坂下厚生総合病院） 

遠山 和幸 （県立南会津病院） 

 

 

３） 福島県診療放射線技師会選挙管理委員の選出 

 

公益社団法人 福島県診療放射線技師会 役員選出規程 

 第 2章 選挙管理委員会 第 3条 委員の選出ならびに第 3条 2 委員の任期 

に基づいて、下記の選出委員の承認をお願いしたい。 

 

【新】 吉村 弓子 （会津西病院） 

但し、任期は、令和２・３年度の２年間とする。 

 

 

４） 表彰 

 

公益社団法人福島県診療放射線技師会 永年勤続 20年 

長谷川 和己 氏（福島県立医科大学会津医療センター） 

 

 

 

５） 第９回(令和２年度)公益社団法人福島県診療放射線技師会定時

総会 

 
新型コロナウィルス感染拡大による集会等の自粛要請を考慮し、定款第 20条

に基づき書面での定時総会の開催とします。 

定時総会へのご意見等がありましたら、各地区協議会や理事までお知らせく

ださい。福島県診療放射線技師会 HPへメールしていただいても構いません。 

 

結果については、福島県診療放射線技師会 HP や福島放技ニュースにてお知

らせいたします。会員の皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

書面表決書 締め切り期日  令和 2年 5月 28日（木）17時着まで 

 


