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平成 28 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会 

第２回理事会議事録 

 

 

日 時   平成 28年５月 12日（木）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  矢作 強志  小山 博史    

奈良 豊   長岡 勇吾  伊藤 恵子  猪浦 一人  松岡 優    

小島 徳子  濱本 隆明  藤井 豊善   長澤英一郎  神嶋 敏子    

山口 純也  武関 雄二  鳥山 満   野瀬 和彦 

     （監事）遠藤 敏彦   

  欠 席（理事）岡田 茂治       

     （監事）細谷 博光 

  

 

  本日の理事会の出席者は 20名であった。理事の出席者は 19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 28年４月 14日～平成 28年５月 11日 ） 

４月 14日（木）平成 28年度公益社団法人第１回理事会： 津田、神山、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、鳥山、武関、遠藤 

４月 14日（木）会計部会： 松岡、小島 

４月 15日（金）第 45回埼玉県医学検査学会第８回実行委員会： 猪浦、長岡、長澤、武関 

４月 16・17日（土・日）検体採取等に関する厚労省指定講習会： 神山、奈良、猪浦、長岡、伊藤、 

藤井、山口 

  ４月 19日（火）総務部会： 島村、奈良、猪浦、長岡、伊藤 

  ４月 20日（水）検査室管理運営委員会： 津田、濱本、藤井 

４月 23日（土）会計部会、監査： 津田、神山、島村、松岡、小島、遠藤、細谷 

４月 30日・５月１日（土・日）検体採取等に関する厚労省指定講習会： 津田、矢作、小山、長澤、 

神嶋、武関、野瀬 

  ５月 ６日（金）事業部会： 津田、濱本、藤井、長澤、神嶋 

  ５月 11日（水）第 54回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会準備委員会： 津田、濱本、神山、 

島村、岡田、矢作、小山、奈良、松岡、藤井、山口 

          

 

Ⅱ. 報告事項    

   １ 事務局 

（１） 野本幸雄氏と前原光江氏が、瑞宝双光章を受章した。 

（２） 東京・千葉・埼玉合同臨床化学検査研究班合同研修会の共催の回答を行った。 

（別紙資料１） 

（３） 日臨技より「（仮称）平成 28年度熊本・大分地震災害対策本部設置準備室の立ち上げ 

について」の会告文書を受け、４月 25日、埼臨技が係わる研修会・学術集会・その他

の会合等で、今回の熊本・大分地震災害への募金活動を行うことを決定した。 
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（４） （３）を受け、４月 26 日から 28 日の埼臨技３研修会にて、熊本・大分地震災害への

募金活動への協力要請を津田会長が行い、３研修会で合計 37,276 円の募金を頂いた。 

（５） 日臨技より、ゴールデンウイーク期間の熊本地震への災害救援ボランティア募集の要

請があり対応した。 

（６） 日臨技より、平成 28年度助成金についての通達があった。（別紙資料２） 

（７） ４月 16・17 日及び４月 30 日・５月１日の２開催の検体採取等に関する厚労省指定講

習会を、埼臨技担当で行った。（別紙資料３） 

（８） 川越市より川越市臨床検査精度管理専門委員の推薦依頼があり、下記３名の推薦を回

答した。 

 神山 清志 氏（浦和医師会メディカルセンター） 

 藤野 真治 氏（自治医科大学附属さいたま医療センター） 

 荻野 毅史 氏（埼玉県済生会川口総合病院） 

（９） 生物試料分析科学会関東支部学術集会の後援を承諾した。 

 

２ 総務部 

（１） 「埼臨技だより」第 444号、５月 15日発行予定 

（２） ４月 19日、総務部会を開催した。（別紙資料４） 

 

   ３ 事業部 

（１） ４月 20日、第 1回検査室管理運営委員会を開催した。（別紙資料５） 

（２） ５月６日、事業部会を開催した。（当日資料） 

 

４ 学術部 

（１） 臨床化学検査及び血液検査研究班班員の欠員について 

臨床化学研究班大地班員、血液検査研究班羽鳥班員が都合により退任することとなっ

た。各々の補充は決まり次第承認事項に上程する。 

 

５ 精度保証部 

     特になし。 

 

６ 会計部 

（１） 平成 28年度正会員費 109名分 545,000円、入会金 22名分 22,000円、 

合計 567,000円の入金があった。 

（２） 埼臨技だより第 443号印刷代 107,600円を石井印刷に支払った。 

（３） 会務に係る旅費交通費の請求について（別紙資料６） 

 

７ 精度管理委員会 

    （１）平成 27年度埼玉県臨床検査精度管理調査の会計報告を行った。 

 

８ 一都八県会長会議 

     特になし。 

 

９ 日臨技関甲信支部  

     特になし。 

 

10 日臨技 

（１） ４月 17日、緊急執行理事会を開催し、（仮称）平成 28年度熊本・大分地震災害対策 

本部設置準備室を設置した。 

（２） ゴールデンウイーク期間の熊本地震への災害救援ボランティア募集の要請を行い、主

に DVT検診を中心に活動を行った。 
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11 第 45回埼玉県医学検査学会 

（１） ４月 15日、第８回実行委員会を開催した。（別紙資料７） 

 

   12 第 54回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会準備委員会 

（１） ５月 11日、第 54回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会準備委員会を開催した。 

                                （当日資料） 

 

 

Ⅲ. 承認事項 

事務局 

１ 会員動向 (平成 28年度分)               平成 28年５月１日現在 

会員数 2,611名 

(新入会員   73名［平成 27年度会員数  2,587名］) 

   賛助会員    32社［平成 27年度 79社］ 

   承認された。 

 

２ 平成 28年度定時会員総会資格審査委員について（別紙資料８） 

   下記の５名が承認された。 

    理  事 111085 猪浦 一人 氏（埼玉県済生会栗橋病院） 

    東部地区 114586 小関 紀之 氏（獨協医科大学越谷病院） 

    南部地区 116444  柿沼 智史 氏（川口市立医療センター） 

    西部地区 117015  小林 亜子 氏（東松山医師会病院） 

    北部地区 117025 持田 和紀 氏（深谷赤十字病院） 

 

３ 平成 28年度定時会員総会時程表について（別紙資料９） 

   承認された。 

 

  総務部 

   ４ 会員名簿発行について 

      ５月末の会員情報を元に作成する．なお，その後の変更（所属等）は行わない。 

   承認された。 

 

   ５ 技師養成学校との意見交換会開催について（別紙資料 10） 

   承認された。 

    

事業部 

     特になし。 

 

学術部 

 ６ 平成 28・29年度精度管理委員会委員について（別紙資料 11） 

    承認された。 

 

 ７ 研究班研修会報告の掲載方法について 

   各研究班の意見も参考とし、現在の「だより」掲載から「会誌」掲載とする等を検討するこ

とについて承認された。 

 

精度保証部 

   特になし。 
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  会計部 

   特になし。 

 

  精度管理委員会 

   特になし。 

 

 

Ⅳ. 議題 

   特になし。 

 

 

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 28年５月 12日 

                      

議   長   津 田  聡一郎  印  

（代表理事） 

  

監   事   遠 藤  敏 彦  印 

 

 


