令和４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
（書面表決）

・書面による議決権行使期限
令和４年４月２５日（月）必着
・書面表決による全体会
令和４年４月２６日（火）１７時より

令和４年度
公益社団法人福島県診療放射線技師会
会津地区協議会議案書（書面表決）
本年度の全体会は、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、会津地区協議会規約第 17 条に基づき、書面表
決での全体会の開催と致します。本議案書をお読みになりご確認下
さい。
また、郵送いたしました書面表決書に、署名・押印と、各議案毎
に「賛成・修正・否決」の該当する項目に○を記載することを必ず
お願いいたします。

議事
【報告事項】
令和３年度事業報告
令和３年度収支決算報告
【議案】
第１号議案

令和４年度事業計画（案）

第２号議案

令和４年度収支予算（案）

第３号議案

令和４年度役員選任について

報告事項
令和３年度 事業報告
総括
一昨年から猛威を振るった新型コロナウイルス感染症は、昨年も感染拡大
が続き、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による社会経済活動の制限が長
期化するなど、人々の日常にも深く影を落として厳しい状況となりました。ワ
クチン接種が進み景気回復への期待が高まっていますが、新たな変異株による
感染拡大が続くなど不透明な状況もあり、引き続き内外の感染症の動向等に注
視が必要な状況です。このような環境のもと、新型コロナウイルス感染症への
対応、および感染拡大防止に向けた取組みと、命と健康を守るため、そして、
保健、医療の発展、充実のため日夜ご尽力いただいている会員をはじめ、医療
関係者の皆さまには、敬意と感謝の意を表します。
福島県診療放射線技師会の事業においては、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、リモートでの研究会や理事会を開催するなど感染防止対策を施
し な が ら 活 動 を 展 開 す る な か 、 第 11 回 東 北 放 射 線 医 療 技 術 学 術 大 会
（TCRT2021）は、放射線技術学会との共催で福島県立医科大学保健科学部と
Web でのハイブリッド開催・県学術大会は、前年同様、YouTube を活用したオ
ンデマンドでの WEB 講演にて開催することができた。
会津地区協議会でも、令和３年度は役員改選が行われ、新体制でのスタート
となったが、コロナ禍の影響を受け会津若松市健康まつりや計画していた事業
もいくつかは中止を余儀なくされた。リアルイベントでの事業はほぼ開催でき
なかったものの、役員をはじめとする会員各位の協力により会津画像研究会・
会津乳房撮影研究会は、Webex を活用したオンライン形式として開催すること
ができた。
新型コロナウイルス感染症に直接または間接的に対峙され、疲労困憊の一年
だったと思われますが、そんな中、会の運営にご理解・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３年度 会津地区協議会事業報告
・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
日時：令和３年４月２５日（日）
９時３０分～１０時００分
場所：ホテル ニューパレス ３階 山桜
１０名出席 委任状６６名
○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

・第 1 回 会津地区協議会委員会
日時：令和３年７月２０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１階
竹田ホール 及び Web
１６名参加（会場参加：８名 、Web 参加：８名）
議題 １．令和３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３年度事業について
５．その他

・第２回 会津地区協議会委員会
日時：令和３年９月２８日（火）
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 及び Web
１２名参加（会場参加：７名 、Web 参加：５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．令和３年度事業について
５．その他

・第１０３回会津画像研究会
日時：令和３年１１月２５日（木）
１８時１５分～１９時３０分
開催形式：Web 開催
３９名参加（会員３６名）
演題：若手技師へ向けたフレッシュセミナー
１．一般撮影 「画像からその後の診療へ
～股関節領域をピックアップして～」
会津中央病院
渡邊 晶 氏
２．「頭部 CT ～出血性脳卒中を中心に～」
会津医療センター
吉田 賢 氏
３．「頭部 MRI ～虚血性脳卒中について～」
竹田綜合病院
早瀬 堯也 氏

・２０２１年度 会津乳房撮影研究会
日時：令和３年１２月２１日（火）
１８時１５分～１９時１５分
開催形式：Web 開催
１８名参加（会員１６名）
題目
１． 最新機種マンモトームリボルブの特徴や
従来品のマンモトームとの違い
デヴィコアメディカルジャパン株式会社
渡邊 一也 氏
２． ステレオガイド下マンモトームの
手順について
会津中央病院
鈴木 みゆき 氏
３．ステレオガイド下マンモトームの症例紹介
会津中央病院
森
美優 氏

・第３回 会津地区協議会委員会
日時：令和４年３月１日（火）
１８時１５分～１９時００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
及び Web
１４名参加（会場参加：６名 、Web 参加：８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．令和 4 年度地区協議会
全体会について
・令和 4 年度地区協議会
事業計画(案)について
・令和 4 年度地区協議会
収支予算(案)について
５. 県定時総会について
６．その他

・第１０４回会津画像研究会
日時：令和４年３月１６日（水）
１８時００分～１９時３０分
開催形式：Web 開催
４１名参加（会員３１名）
テーマ：診療放射線技師法改正による告示研修
について
演題 1.「タスクシフティングによる
業務拡大について」
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
演題 2.「アナフィラキシーショック！
その時どうする？」
会津中央病院 小沼 慎一郎 氏
演題 3.「診療放射線技師法改正に伴う
告示研修 研修内容と所感
～ファシリテータ講習会を受講して～」
会津医療センター 吉田 賢 氏

報告事項
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決算報告書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

収入の部
項

単位：円

目

予算

正会員通常会費
支部学術研修会助成金

決

備

算

考

190,000

40,000 公益社団法人 福島県診療放射線技師会より

30,000

30,000 公益社団法人 福島県診療放射線技師会より

-

- 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
研修事業収入

なし

収入合計（A）

220,000

70,000

支出の部
款 / 項 / 目

予

事業費/学術研修事業費/
表彰費
学術研修事業費/学術研修
費
啓蒙普及事業費/放射線相
談コーナー
事業費/厚生事業費/厚生
費
管理費/会議費/役員会費
管理費/旅費交通費/役員
旅費
管理費/需要費/事務消耗
品費
管理費/需要費/通信運搬
費
管理費/需要費/什器備品
費
支出合計(B）

算

決

算

10,000
10,000

備

考

8,400 県学術大会の案内用切手代

30,000

-

10,000

-

50,000

11,000 会津地区協議会全体会 会場費（ホテルニューパレス）

80,000

30,290 会津地区協議会委員会 旅費（計3回分）等

5,000
25,000

5,167 コピー用紙、ラベルシール、会議用WEBカメラ
切手代、葉書代、委員会開催案内文書等の郵送代、レターパックライト

10,914 代（支出票送付のため）、残金を県会計へ振込みの手数料等

-

-

220,000

65,771

収入合計（A）

70,000

収出合計（B）
（A）－（B）

65,771
4,229

尚、３月２２日（金）時点の残金４，２２９円は、３月２２日に公益社団法人福島県診療放射線技師会に
返金しました。
上記の通り御報告致します

令和４年 ４月２６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

第 1 号議案
令和４年度

事業計画

（案）

会員の皆様におかれましては日頃より本会の活動にご協力を頂き厚く御礼申
し上げます。新型コロナウィルス感染が猛威を奮い、感染拡大状況が日々刻々
と変化するなか、対面でのイベントや各勉強会や研究会などは予定変更やキャ
ンセルが続き、図らずもオンライン開催を基本とする対応力、適応力は一段と
強化された。令和４年度においても、まだまだ厳しい状況が続くと予想される
が、現在の様々な日常生活の制限が段階的に緩和され、感染対策と日常生活の
回復に向けた取組の両立が可能になることを期待したい。
会津地区協議会としても、オンラインツールの活用など感染防止対策を継続
しつつ、県技師会や関係機関等と情報を共有し連携強化に努めながら、随時意
見交換を行い事業活動の継続に努めていきたい。
また、令和 4 年は、診療放射線技師にとって新たなスタートとなる年である。
令和 3 年 10 月 1 日に診療放射線技師法の一部改正が施行され、新たな業務が可
能となった。この法改正による業務拡大については、安全を担保するため厚生
労働大臣が指定する研修、告示研修（令和 3 年厚生労働省告示第 273 号研修）
を受講することが、全ての診療放射線技師に義務付けられている。会としても、
県技師会や日放技と連携して会津地区での実技研修開催に取組んでいくので、
会員を始め全ての診療放射線技師に受講して頂きたい。
最後に、令和４年度より日放技と合算請求している会費に関して、会員資格
喪失（除籍）者に対する債権回収が業務委託されることになった。全会員が会
費滞納することなく９月３０日の期限までには必ず納付し、納付率 100％となる
ようお願い致します。
一刻も早く新型コロナウィルス感染症が終息に向かうものと信じ、少しでも
会員の皆様が安心・安全に過ごすことができる環境になるよう、情勢の変化を
的確に捉え、ニーズに幅広く対応できるよう会務に取り組んで参りますので、
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・会津乳房撮影研究会の開催
・会津地区協議会交歓会の開催
・告示研修に関する事業の啓発ならびに開催協力
・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
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４年度 会津地区協議会収支予算 （案）
令和４年４月１日～令和５年３月３１日

収入の部
項

目

正会員通常会費支部助成金
支部学術研修助成金
認可事業助成金
収入合計

単位：円
本年度予算 前年度予算

備

考

190,000

190,000 公益社団法人 福島県診療放射線技師会より

30,000

30,000 公益社団法人 福島県診療放射線技師会より

-

- 公益社団法人 福島県診療放射線技師会より

220,000

220,000

支出の部
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（準備）及び当日の旅費等

事業費/厚生事業費/厚生費

10,000

10,000 弔電代等

管理費/会議費/役員会費

50,000

50,000

管理費/旅費交通費/役員旅費

75,000

管理費/需要費/事務消耗品費

10,000

管理費/需要費/通信運搬費

25,000

管理費/需要費/什器備品費

-

支出合計

220,000

会津地区協議会全体会 会場費・飲み物代等
会津地区協議会委員会 軽食・飲み物代等
会津地区協議会委員会 旅費等
80,000
（委員会全員出席で約２５，０００円）
5,000 コピ－用紙、宛名ラベル、プリンターインク等
25,000 切手、はがき、封筒代等
- 什器備品費（金額が10万円を超える物品）
220,000

令和4年 4月26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

第３号議案

令和４年度役員選任について

１） 会津地区協議会委員の交代
【事務局】
【旧】
【新】

金田 智樹 （竹田綜合病院）
千葉 沙織 （竹田綜合病院）
（但し、任期は、令和４年度の 1 年間とする）

２） 会津地区協議会推薦の県技師会委員会委員の交代
【生涯教育委員】
【旧】
金田 智樹 （竹田綜合病院）
【新】

千葉 沙織 （竹田綜合病院）
（但し、任期は、令和４年度の 1 年間とする）

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
基づき。
【再】 吉村 弓子 （会津西病院）
（任期は、令和４・５年度の２年間とする）

