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平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第６回理事会議事録

日 時   平成 27年９月 10 日（金）19 時 00 分より

場 所   埼臨技事務所 さいたま市浦和区領家７-14-７

議 題   Ⅰ．行動報告  Ⅱ．報告事項 Ⅲ．承認事項  Ⅳ．議題

出 席（理事）津田聡一郎 神山 清志  島村 益広  岡田 茂治    矢作 強志  

奈良 豊 猪浦 一人  長岡 勇吾  伊藤 恵子    松岡 優     

濱本 隆明 藤井 豊善    長澤英一郎  神嶋 敏子  山口 純也    

野瀬 和彦

（監事）遠藤 敏彦、細谷 博光

欠 席（理事）小山 博史、小島 徳子、鳥山 満、武関 雄二   

  本日の理事会の出席者は 18 名であった。理事の出席者は 16 名で、現在数 20 名の過半数に

達しており、定款第 33 条第１項の決議を行うに必要な要件を満たしていることを確認した。

  議長は、定款第 32 条第 1項より、津田聡一郎会長が務めることとなった

Ⅰ．行動報告 （ 平成 27 年８月７日～平成 27 年９月９日 ）

８月 ７日（金）第５回理事会： 津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、伊藤、

松岡、小島、濱本、藤井、長澤、神嶋、山口、武関、野瀬、遠藤、

  ８月 11日（火）第２回わらび健康まつり実行委員会： 濱本

   ８月 20日（木）事業部会： 津田、島村、濱本、藤井、長澤、神嶋

  ８月 21日（金）第 44 回埼玉県医学検査学会第 10 回実行委員会： 岡田、長岡

  ８月 29日（土）第 26 回首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会： 岡田

  ９月 ３日（木）熊谷保健所診療所申請： 濱本、神嶋

  ９月 ５日（土）埼玉県医師会精度管理調査試料箱詰め作業：神山、島村、奈良、猪浦、松岡、

小島、長澤、山口、鳥山、武関、遠藤

         

Ⅱ. 報告事項   

   １ 事務局

（１） ８月 12 日、当会名誉会員須永隆雄氏が逝去され香典と生花を供した。

（２） 平成 27 年度埼玉県公衆衛生事業功労者に対する知事表彰へ推薦した６名の受賞

決定の通知が県よりあった。

佐藤  一穂 氏（さいたま市民医療センター）

白石 一也 氏（川口工業総合病院）

長谷川 隆 氏（浦和医師会メディカルセンター）

藤井 豊善 氏（蕨市立病院）

長岡 勇吾 氏（さいたま赤十字病院）

小山 博史 氏（ＪＣＨＯ埼玉メディカルセンター）

表彰式：日時 平成 27 年 10月 23 日（金） 15 時 15 分～

    会場 さいたま共済会館 ６階ホール
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（３） 平成 27 年度全国「検査と健康展」での厚生労働省後援名義使用許可のお知らせが

日臨技よりあった。

（４） ８月 29 日、第 26 回首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会において開催県を

代表し岡田副会長が挨拶を行った。

（５） 第 17 回埼玉県脂質代謝研究会の名義後援の回答を行った

   ２ 総務部

（１） 「埼臨技だより」第 436 号、９月 15 日発行予定

   ３ 事業部

（１） ８月 11 日、わらび健康まつり第２回実行委員会に出席した。（別紙資料１）

（２） ８月 17 日、埼玉県糖尿病協会へ深谷健康まつりの監督医師の派遣依頼書を送付した。

（３） ８月 20 日、事業部会を開催した。（別紙資料２）

（４） ８月 31 日、日臨技へ全国検査と健康展の計画書、予算書を提出した。

（５） ９月３日、熊谷保健所へ診療所開設申請を行った。

（６） ９月９日、埼玉県糖尿病協会より監督医師の派遣依頼は困難との回答を受けた。

これを受け深谷健康まつりの監督医師に自治医科大学附属さいたま医療センターの

加計正文先生にお願いすることとした。

（７） ９月 17 日、わらび健康まつり実行委員会に濱本事業部長出席予定。

４ 学術部

（１） 会員より、研修会の受付についての意見・指摘をいただいた。

    

５ 精度保証部

（１） 特になし

６ 会計部

（１） 平成 27 年度正会員費 20 名分 100,000 円、入会金 20 名分 20,000 円、合計 120,000 円

の入金があった。

（２） だより第 435 号印刷代 140,238 円、会員名簿 CD-ROM 代 87,372 円を石井印刷に支払っ

た。

（３） ノートパソコン３台の購入代 165,565 円を支払った。

７ 精度管理委員会

（１） ９月５日、平成 27 年度埼玉県医師会精度管理調査試料箱詰め作業を行った。

８ 一都八県会長会議

（１）10月 17 日（土）・18日（日）、第 52回日臨技関甲信支部医学検査学会開催予定。

（２）11月 14 日（土）・15日（日）、第４回日臨技首都圏支部医学検査学会開催予定。

９ 日臨技関甲信支部

（１）10月 17 日（土）・18日（日）、第 52回日臨技関甲信支部医学検査学会開催予定。

     担当：長野県 会場：ＪＡ長野県ビル

10 日臨技

（１） 特になし

11 第 44 回埼玉県医学検査学会

（１） ８月 21 日、第 10 回実行委員会を開催した。（別紙資料３）
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Ⅲ. 承認事項

事務局

１ 会員動向 (平成 27 年度分)               平成 27 年９月 1 日現在

会員数 2,574 名

(新入会員 202 名［平成 26年度会員数  2,441 名］)

   賛助会員  67 社［平成 26年度 79社］

２ 日臨技「地域ニューリーダー育成研修会」への推薦者について

   鈴木 朋子 氏（彩の国東大宮メディカルセンター）を推薦した。

    日時 平成 27 年 10月 24 日（土）・25日（日）

    会場 晴海グランドホテル

３ 平成 27年度「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」開催について

    日時 平成 28 年１月 30 日（土）・31日（日）

    会場 大宮ソニックシティ 904 号室

  総務部

   ４ 第 44 回埼玉県医学検査学会特集号について（別紙資料４）

５ 第 45 回埼玉県医学検査学会実行委員について（別紙資料５）

事業部

   特になし

学術部

６ 第 18回秩父臨床化学セミナー研修会について（別紙資料６）

７ 生理検査研究班より、第 43回埼玉県医学検査学会データの使用願いについて（別紙資料７）

精度保証部

   特になし

  会計部

     特になし

  精度管理委員会

   ８ 埼玉県医師会精度管理事業におけるメーカー測定依頼の試料郵送代について

  

Ⅳ. 議題

１ 日臨技「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」への実務派遣について

   標記の件について、津田会長より都臨技千葉会長から当日実務委員派遣の相談依頼について

発言があった。現在、首都圏・関甲信支部の講習会を都臨技が請け負っているが、当日実務委

員の負担が大きくなっており埼玉県、神奈川県、千葉県の３技師会で交代制で請け負って頂け

ないかという内容であった。これを受け理事会審議の結果、基本的には協力をしていく方向で

あるが、実務に関する不明事項を確認した後、正式回答をすることを出席理事全会一致で承認

した。
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以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

   平成 27 年９月 10日

                     

議   長   津 田  聡一郎  印

（代表理事）

監   事   遠 藤  敏 彦  印

監   事   細 谷  博 光  印

  


