
 

 

 

令和３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３年４月２５日（日） 
 

会 場   ホテル ニューパレス 

                ３Ｆ 山桜 

              

                

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 会津地区協議会全体会 

9:30 ～ 11:30        

 



 

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 

【報告事項】 

令和２年度事業報告 

    令和２年度収支決算報告 

【議案】 

     第１号議案 令和３年度事業計画（案）について 

第２号議案 令和３年度収支予算（案）について 

第３号議案 令和３・４年度役員選任について 

第４号議案 会津画像研究会会則の改定について 

第５号議案 その他 

七、 議長・書記解任 

八、 閉会        



報告事項 

令和２年度 事業報告 

 

総括 

令和２年度は終始、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に振り回された 

1 年でありました。外出自粛・イベント自粛要請が出され、緊急事態宣言が発

出されるなか、我々医療分野においても様々な学会・学術大会や研究会が急遽

開催方法の変更を余儀なくされました。新型コロナウイルス感染症の拡大と蔓

延による全国規模で医療体制のひっ迫が懸念され、会津地区においても各医療

機関にて大きな影響が今でも続いております。緊急事態宣言は解除されたもの

の新型コロナウイルスはいまだ収束の様子は見えず、そんな中、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は、昨年も述べましたが改めて敬意を表します。 

福島県診療放射線技師会の事業においても、計画していた事業のほとんどが

実施できずに終わり、会員の皆様にはたいへんご迷惑をおかけすることとなり

ましたこと誠に申し訳なく思います。しかし、県学術大会では YouTubeを活用

したオンデマンドでのWEB講演を開催するなど各研究会が知恵を出し合い、厳

しい状況下ではありましたが得るものもあったと思われます。 

会津地区協議会でも、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毎年行われていた事業も中止を余儀なくされました。

予定していた事業計画のほとんどが行えない中、会津画像研究会は新型コロナ

ウイルス感染症の影響を鑑み、地区協議会としても初めてオンラインにて開催

することができました。開催にあたり学術委員を始め役員の方々には事前調整

など苦労をお掛けしましたが、会員に対する事業が無事に行えたことたいへん

嬉しく思います。 

新型コロナウイルス感染症により不透明な状況下であったことから、適切な

事業運営は困難でしたが、そんな中でもご理解・ご協力いただきました会員の

皆様には深く感謝いたします。 

 



令和２年度 会津地区協議会事業報告 

 
・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 

 

 日時：令和２年５月２３日（土） 

    １８時００分～１８時２０分  

 場所：ホテル ニューパレス ３階 山桜 

 ８名出席 委任状７２名 

  

 

 

 

・第 1回 会津地区協議会委員会 

 

日時：令和２年８月２６日（木） 

   １８時１５分～１９時００分 

場所：竹田綜合病院 総合医療センター１階 

竹田ホール 

 ９名出席 

議題 １．県理事会報告 

２．令和２年度事業について 

３．その他 

 

 

 

・第１０２回会津画像研究会 

 

日時：令和３年３月３日（水）  

    １８時１５分～１９時００分 

開催形式：Web開催 

３３名参加（会員２７名） 

演題：各施設の COVID-19患者への撮影対応 

１．会津中央病院   小沼 慎一郎 氏 

２．竹田綜合病院     千葉 沙織   氏  

３．会津医療センター  吉田 賢      氏 

 

 

 

 

・第２回 会津地区協議会委員会 

 

日時：令和３年３月１０日（水） 

   １８時１５分～１９時１５分 

開催形式：竹田綜合病院 総合医療センター 

２階 画像診断センター  

カンファレンス室及び Web 

１４名参加（会場参加：７名 、Web参加：７名） 

議題 １．県理事会報告 

     ２．県委員会報告 

     ３．地区協議会各委員会報告 

     ４．県技師会役員、会津地区協議会役員 

改選について 

５．令和３年度地区協議会全体会 

について 

       ・令和３年度地区協議会事業計画（案）

について 

       ・令和３年度地区協議会収支予算（案） 

   について 

      ６．県定時総会について 

      ７．その他  



報告事項

                      令和２年４月１日～令和３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         190,000 20,000         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） 220,000       50,000         

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         -                 講師謝礼等

啓蒙普及事業費/放射線相
談コーナー

30,000         -                 会津若松市健康祭り手当・飴代等

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 50,000         14,879         
会津地区協議会全体会５/２３　会場費（ホテルニューパレス）
第１回会津地区協議会委員会８/２６軽食・お茶代

管理費/旅費交通費/役員
旅費

80,000         20,200         
第１回会津地区協議会委員会８/２６日当・旅費９名分
第２回会津地区協議会委員会３/１０日当・旅費７名分

管理費/需要費/事務消耗
品費

5,000           215              ピットのり２個

管理費/需要費/通信運搬
費

25,000         10,218         
切手代（８４円切手９４枚）、葉書代（６３円２４枚）
レターパックライト代、支出票送料代　、残金振込手数料

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） 220,000       45,512         

収入合計（A） 50,000         

収出合計（B） 45,512         

（A）－（B） 4,488

　　　　返金しました。

令和３年　４月２５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

令和２年度　会津地区協議会収支決算報告書　

備　　　　　　　　考

　　尚、３月１２日（金）締め時の残金４，４８８円は、３月１２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 1 号議案       

令和３年度 事業計画 （案） 

 

日頃から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。新型コロナ

ウィルス感染症の終息が未だ見通せない中、徐々に活動再開の動きが見られる

ものの、依然として先行きは不透明な状態が続いております。 

このような状況下ではありますが、会津地区協議会としても、感染防止対策

を徹底しながら、関係機関等と密接な連携を図りつつ、情報収集と発信に努め

るとともに、事業活動の継続に努めていきたいと思います。 

令和３年度の事業計画としましては、新型コロナウィルス感染症の拡大によ

り事業環境の見通しが不透明ではありますが、例年行っていた事業に関しては、

可能な限り継続して行っていきたいと思っております。 

また、現在、我々診療放射線技師の資格や業務の礎となる診療放射線技師法

の改正が審議されています。法改正されれば、診療放射線技師が業務として行

える行為が増える事になりますが、診療放射線技師籍登録者全員に法令に基づ

く「告示研修」（義務研修：厚生労働大臣が指定する受講必須の研修）が課せ

られます。会津地区協議会としても県技師会や日放技と連携し、告示研修に関

する事業の啓発・促進を行っていきたいと思います。 

最後に、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、９月３

０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。 

 

コロナ禍の中、会員の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、刻々と変わる状

況の中で、社会ニーズの変化に柔軟に対応しつつ、環境変化を的確に捉えた事

業を展開し、技師会としての価値のさらなる向上に取り組んでまいりたいと思

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 

・告示研修に関する事業の啓発・促進 

・各委員会・研究会・講演会・講習会・分科会・学術大会への参加・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２号議案

　福島県放射線技師会　会津支部会員各位

            令和３年４月１日～令和４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         190,000 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        220,000        

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          30,000          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          50,000          
会津地区協議会全体会　会場費及びお茶代等
会津地区協議会委員会　軽食・お茶代等

管理費/旅費交通費/役員
旅費

80,000          80,000          
会津地区協議会委員会日当・旅費
（委員会全員出席で約２６，０００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          25,000          切手、はがき、封筒代、等　　　（例年約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        220,000        

　　　　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３年度　会津地区協議会収支予算　（案）

　収入の部

　支出の部

令和３年　４月２５日



 

第３号議案  令和３・４年度役員選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津地区協議会委員（令和３・４年度） 

役 氏   名 所  属  施  設  名 

委  員  長 鈴木 雅博 竹田綜合病院 

副  委  員  長 
渡部 仁 県立医科大学 会津医療センター 

森谷 辰裕 会津中央病院 

会     計 井上 基規 竹田綜合病院 

事   務   局 
早川 努 竹田綜合病院 

金田 智樹 竹田綜合病院 

 

   学  術  

小沼 慎一郎 会津中央病院 

栗田 準一郎 竹田綜合病院 

吉田 賢 県立医科大学 会津医療センター 

学 術 

～マンモ専任～ 
小林 瞳 竹田綜合病院 

 編    集  
平澤  康浩 飯塚病院付属有隣病院 

風間 顕成 坂下厚生総合病院 

 総  務  

白岩 大輔 会津中央病院 

遠山 和幸 南会津病院 

千葉 雄二 県保健衛生協会会津地区センター 

星 智徳 わかまつインターベンションクリニック 

表  彰 山下 朋廣 竹田綜合病院 

顧  問 白川 義廣 佐藤医院 

    

    

  



第４号議案    会津画像研究会会則の改定について             令和 3年 4月 25日 

会津地区協議会 

会津画像研究会会則 新旧対照表 

新 旧 備考欄 
 

1 / 2 

第１条 （名称） 

  本会は『会津画像研究会』と称する。 

 

第２条 （目的） 

  本会は画像診断技術及び撮影・検査技術の向上を図ることを

目的とする。 

 

第３条 （事業） 

１）本会は第 2条の目的を達成するために、会津地区協議会

会員による研究発表、特別講演会を行う。 

２）本会の事業は会津地区において行う。 

 

第４条 （会員） 

  本会への参加は原則的に自由とする。（演題発表者は福島県

診療放射線技師会の会員とする。） 

 

第５条 （世話人） 

１）本会は若干名の世話人（会津地区協議会の学術担当者）

をおく。 

２）世話人の役割は以下の内容とする。 

  ・ 演題・講演募集 

  ・ 会場確保・運営 

  ・ 会の進行 

３）案内郵送等の事務は、会津地区協議会支部事務局が行う。 

 

第１条 （名称） 

  本会は『会津画像研究会』と称する。 

 

第２条 （目的） 

  本会は画像診断技術及び撮影・検査技術の向上を図ることを

目的とする。 

 

第３条 （事業） 

１）本会は第 2条の目的を達成するために、会津地区協議会

会員による研究発表、特別講演会を行う。 

２）本会の事業は会津地区において行う。 

 

第４条 （会員） 

  本会への参加は原則的に自由とする。（演題発表者は福島県

診療放射線技師会の会員とする。） 

 

第５条 （世話人） 

１）本会は若干名の世話人（地区協議会の学術担当者）をお

く。 

２）世話人の役割は以下の内容とする。 

  ・ 演題・講演募集 

  ・ 会場確保・運営 

  ・ 会の進行 

３）案内郵送等の事務は、支部事務局が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表者の縛りを無く

すことで、外部講師

による講演など有意

義な研究会の開催が

可能となるため 

 

地区名を表記 

 

 

 

 

名称を修正 

 



第４号議案    会津画像研究会会則の改定について             令和 3年 4月 25日 

会津地区協議会 

会津画像研究会会則 新旧対照表 

新 旧 備考欄 
 

2 / 2 

第６条 （開催） 

  本会の開催は原則として年４回とする。但し、会津地区協議

会全体会における会津地区協議会支部会員の研究発表を１

回として算入する。 

 

第７条 （会則変更） 

  本会則の変更は、会津地区協議会全体会会員の決議を経て行

う。 

 

第８条 （運営費） 

  賛助会員は、毎年地区協議会全体会開催時に運営費５,０００

円を会津支部に納める。 

 

付則 

  本会則は平成９年９月１日に発効する。 

  ＊ 第５条、平成１０年４月９日 一部改定。 

  ＊ 平成２１年４月２５日 改定。 

  ＊ 平成２５年４月２７日 一部改定。 

  ＊ 令和３年４月２５日 一部改定。 

第６条 （開催） 

  本会の開催は原則として年４回とする。但し、地区協議会全

体会における支部会員の研究発表を１回として算入する。 

 

 

第７条 （会則変更） 

  本会則の変更は、会員の決議を経て行う。 

 

第８条 （運営費） 

  賛助会員は、毎年地区協議会全体会開催時に運営費５,０００

円を会津支部に納める。 

 

付則 

  本会則は平成９年９月１日に発効する。 

  ＊ 第５条、平成１０年４月９日 一部改定。 

  ＊ 平成２１年４月２５日 改定。 

  ＊ 平成２５年４月２７日 一部改定。 

 

 

地区名を表記 

名称を修正 

 

会員の定義が参加者

であり決議権を有す

る事が困難なことか

ら、会津地区協議会

での決議事項とする 

 

賛助会員の定義が曖

昧で、共催―メーカ

ーも辞退しており、

本会が主催として単

独での運営を行って

いくため 

 

改定日追記 

 


