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平成 30年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会 

第７回理事会議事録 

 

 

日 時   平成 30年９月 13日（木）19時 00分より 19時 45分 

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）神山 清志  矢作 強志  岡田 茂治  松岡 優   小山 博史 

濱本 隆明  奈良 豊   小島 徳子  神嶋 敏子  長澤英一郎 

伊藤 恵子  濱田 昇一  笹野 勝年  石井 直美  神戸 考裕 

  鳥山 満   猪浦 一人   阿部健一郎   

      （監事）細谷 博光   遠藤 敏彦  

  欠 席（理事）山口 純也  長岡 勇吾  菊池 裕子     

       

 

 

 本日の理事会の出席者は 20名であった。理事の出席者は 18名で、現在数 21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、神山清志会長が務めることとなった 

 

Ⅰ．行動報告 （ 平成 30年８月８日～平成 30年９月 12日 ） 

８月 ８日（水）平成 30年度第６回理事会：神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本、山口、鳥山、

猪浦、阿部、奈良、長岡、小島、神嶋、菊池、長澤、

伊藤、濱田、笹野、石井、神戸、遠藤、細谷 

８月 11日（土）日臨技学術委員会：神山 

８月 13日（月）事務所巡回：小山 

８月 15日（水）事務所巡回・コンピュータ調整：神山 

８月 17日（金）事務所巡回：神山 

８月 17日（金）第 46回埼玉県医学検査学会実行委員会：長岡、神嶋、菊池 

８月 21日（火）青年部第１回委員会：神嶋 

９月２日（日）日臨技診療報酬対策委員会：神山 

９月 １日（土）埼玉県・埼玉県医師会精度管理調査資料発送作業：神山、松岡、小山、山口、 

猪浦、阿部、奈良、小島、笹野、神戸 

９月 ７日（金）新入会員向け研修会：神山、濱本、猪浦、伊藤、濱田、笹野、神戸 

９月 12日（水）検査室運営研修会：神山、長澤、伊藤、濱田、笹野、鳥山 

 

Ⅱ. 報告事項    

   １ 事務局 

（１） 日臨技より「保険点数改定要望項目の調査に関するお願い」が届き、埼玉県の要望を

取りまとめ、８月 27日に報告した。 

（２） 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会臨時会員総会の日程は、平成 31年３月 15日（金）、 

大宮ソニックシティ 906会議室にて開催することとなった。 

（３） 全国糖尿病週間行事に対し後援受諾の回答をした。（別紙資料１） 

（４） （株）じほうより検査室運営研修会、秩父臨床化学検査セミナーの取材依頼があった。 

（５） 埼玉県看護協会より第 12回埼玉医療安全大会の後援依頼があった。（別紙資料２） 

（６） 公衆衛生事業功労者に対する県知事表彰に、当会推薦の５名の方の受賞が決定した。 

  三志奈 賢司 氏（埼玉医科大学病院） 
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後藤 義也 氏（埼玉医科大学国際医療センター） 

三木 隆治 氏（獨協医科大学埼玉医療センター） 

永野 栄子 氏（獨協医科大学埼玉医療センター） 

松岡 優  氏（埼玉医科大学病院） 

 

 表彰式：平成 30年 10月 29日（月） 14：00より 

 会 場：埼玉会館小ホール 

（７） 第 62回埼玉県公衆衛生大会に神山会長の臨席依頼があり、神山会長が出席することと

した。 

 

２ 総務部 

（１） 「埼臨技だより」第 472号９月 15日発行予定 

（２） 10 月６日・７日に行われる検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の責任者を鳥山

満理事とすることで決定した。10月 11日、中止が決定した。 

（３） ８月 21日（火）青年部第１回委員会を開催した。（別紙資料３） 

 

   ３ 事業部 

（１） ９月 7日、新入会員向け研修会を開催した。 

（２） ９月 12日、検査室運営研修会を開催した。 

 

４ 学術部 

 （１）平成 30 年度日臨技関甲支部・首都圏支部医学検査学会の座長推薦を行った。 

   血 液：石井 千晴 氏（越谷市立病院）  

   生 理：瀧沢 義教 氏（獨協医科大学埼玉医療センター） 

   微生物：渡辺 典之 氏（埼玉医科大学国際医療センター） 

 （２）病理検査研究班のアンケート調査に際し、クエスタントの使用を許可した。 

 （３）９月 １日（土）埼玉県・埼玉県医師会精度管理調査資料発送作業を行った。 

 

５ 精度保証部 

特になし。 

 

６ 会計部 

（１） 日臨技より平成 30年度正会員費 19名 95,000円、入会金 19名分 19,000円、合計 114,000

円の入金があった 

（２） 石井印刷へ、埼臨技だより第 471号印刷代 150,028円を支払った。 

 

７ 精度管理委員会 

       特になし。 

 

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 

    特になし。 

 

11 第 46回埼玉県医学検査学会 

  （１）８月 17日（金）、第 10回実行委員会が開催された。（別紙資料４） 
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Ⅲ. 承認事項 

事務局 

１ 会員動向 (平成 30年度分)               平成 30年９月１日現在 

会員数 3,028名［平成 29年度会員数  2,897名］ 

(新入会員 240名) 

   賛助会員 79社［平成 29年度 86社］ 

       承認された。 

 

  総務部 

 ２ 11月初旬（時期未定）に 11月の埼臨技だよりとは別送にて学会特集号を発送したい。 

     承認された。 

 

事業部 

       特になし。 

 

学術部 

       特になし。 

 

精度保証部 

       特になし。 

 

  会計部 

       特になし。 

 

  精度管理委員会 

       特になし。 

 

    第 46回埼玉県医学検査学会 

       特になし。 

 

Ⅳ. 議題 

事務局 

       特になし。 

 

総務部 

       特になし。 

 

事業部 

       特になし。 

 

学術部 

       特になし。 

 

精度保証部 

       特になし。 

 

会計部 

       特になし。 



 4 

 

Ⅴ．その他 

    

 

 

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 30年９月 13日 

                      

議   長   神 山  清 志  印  

（代表理事） 

監   事   細 谷  博 光  印 

 

 


