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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９回理事会議事録

日 時   平成 30年 11 月８日（木）19 時 00 分より 20 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  岡田 茂治  松岡 優 小山 博史  濱本 隆明

奈良 豊   長岡 勇吾  小島 徳子  神嶋 敏子  菊池 裕子

長澤英一郎  伊藤 恵子  濱田 昇一  笹野 勝年  山口 純也

猪浦 一人  鳥山 満   阿部健一郎  神戸 考裕  石井 直美

      （監事）遠藤 敏彦

  欠 席（理事）矢作 強志

     （監事）細谷 博光  

本日の理事会の出席者は 21名であった。理事の出席者は 20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 10 月 18日～平成 30年 11 月７日 ）

10 月 18 日（木）平成 30 年度第８回理事会：神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本、奈良、長岡、

小島、伊藤、菊池、長澤、神嶋、濱田、笹野、神戸、

山口、猪浦、阿部、遠藤、細谷

   10 月 18 日（木）会計入力作業：神戸、阿部

   10 月 19 日（金）第 46 回埼玉県医学検査学会第 12 回実行委員会：神山、長岡、神嶋、菊池

10 月 20日（土）日臨技第２回人事委員会：神山

10 月 20日（土）日臨技認定臨床化学・免疫精度保証制度試験ＷＧ会議：神山

10 月 20日（土）第 18 回わらび健康まつり前日準備：矢作、長澤

10 月 21日（日）第 18 回わらび健康まつり：神山、矢作、長澤、伊藤、濱田

  10 月 23 日（月）第 18 回わらび健康まつり後片付け：矢作

10 月 26日（金）日臨技定款・諸規定委員会：神山

10 月 26日（金）第 13 回深谷市福祉健康まつり前日準備：濱田

10 月 27日（土）第 13 回深谷市福祉健康まつり：長澤、濱田、笹野、阿部

10 月 27日（土）・28 日（日）平成 30 年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会：神山、

               松岡、矢作、小山、濱本、奈良、猪浦、阿部、長岡、菊池、

笹野、神戸、小島、伊藤、石井

10 月 27日（土）一都八県会長会議ホームページ委員会：矢作

10 月 27日（土）日臨技関甲信支部支部内連絡会議：神山、矢作

10 月 28日（日）第 13 回深谷市福祉健康まつり後片付け：長澤

10 月 29日（月）平成 30年度埼玉県公衆衛生大会：神山、松岡

10 月 31日（水）第２回女性技師企画研修委員会（メール会議）：小島、神嶋、菊池、伊藤、石井、

濱田

11 月 １日（木）運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査：神山、矢作、松岡、小山、

       濱本、細谷

11 月 ３日（土）日臨技認定臨床化学・免疫精度管理指定講習会：神山

11 月 ３日（土）認知症対策Ｂ講習会事前準備：矢作、奈良、長岡

11 月 ４日（日）認知症対策Ｂ講習会：神山、矢作、奈良、長岡
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Ⅱ. 報告事項   

   １ 事務局

（１） 11 月 １日（木）運営組織及び事業活動の状況に関する埼玉県の立入検査が実施された。

                                （別紙資料１）

（２） 埼玉県より第１５回ヘルシー・ソサエティ賞候補者の推薦について依頼があった。

（別紙資料２）

（３） 日臨技より各賞受賞候補者の推薦について依頼があった。（別紙資料３）

（４） 日臨技より情勢報告会・国会見学、賀詞交換会、全国幹事連絡会議の開催について通

知があった。（別紙資料４）

２ 総務部

（１） 11 月４日（日）認知症対策Ｂ講習会が開催された。（別紙資料５）

（２） 「埼臨技だより」第 474 号 11月 15 日発行予定

   ３ 事業部

（１） 10 月 21 日（日）第 18 回わらび健康まつりが開催された。（別紙資料６）

（２） 10 月 27 日（土）第 13 回深谷市福祉健康まつりが開催された。（別紙資料７）

４ 学術部

（１） 臨床化学研究班、秩父セミナー用に技師会 PC2 台の貸出し申請を許可した。

５ 精度保証部

  なし

６ 会計部

（１） 平成 30 年度正会員費６名 30,000 円、入会金６名分 6,000 円、合計 36,000 円の入金が

あった。

（２） 日臨技より生涯教育推進研修会助成金 34,000 円×1 研修会、50,000 円×2 研修会、合

計 134,000 円の入金があった。

（３） 極東製薬工業株式会社より擬似便特許権等の譲渡対価（平成 30 年４月１日〜９月 30

日）として 288,078 円の入金があった。

（４） 石井印刷へ、埼臨技だより第 473号印刷代 152,410円、封筒印刷代 87,048 円、特集号

仕分費 28,814 円、合計 268,272 円を支払った。

７ 精度管理委員会

     なし

８ 一都八県会長会議

    （１）10 月 27 日（土）一都八県会長会議ホームページ委員会が開催された。

（別紙資料 8）

           

９ 日臨技関甲信支部

（１） 10 月 27 日（土）関甲信支部連絡会議が開催された。

10 日臨技

  なし

11 第 46 回埼玉県医学検査学会

  （１）10 月 19日（金）第 12 回実行委員会が開催された。（別紙資料９）

  （２）第 46 回埼玉県医学検査学会特集号を発送した。
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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 11月１日現在

会員数 3,040 名［平成 29 年度会員数  2,897 名］

(新入会員 259 名)

   賛助会員 80社［平成 29 年度 86 社］

   承認された。

２ 群馬パース大学附属研究所・先端医療科学研究センターの共同利用共同研究拠点化について

の要望書の提出と神山会長を外部委員として派遣する。（別紙資料 10）

   承認された。

３．平成 31 年度定時会員総会の開催候補日について平成 31 年６月 14 日を第一候補日、６月７

日を第二候補日とする。

   承認された。

４．日臨技情勢報告会・国会見学、賀詞交換会、全国幹事連絡会議の開催について神山会長と岡

田副会長が出席する。

   承認された。

  総務部

    特になし。

事業部

５．全国検査と健康展埼玉会場の実務委員について（別紙資料 11）

    承認された。

６．平成 31 年賀詞交歓会および各賞受賞記念祝賀会の案内状について（別紙資料 12）

      承認された。

学術部

   ７．埼臨技会誌投稿規定の改定と利益相反申告書の制定について（別紙資料 13）

      承認された。

   ８．研究班研修会用一括領収書の公印、割印について（電子印）

      継続審議となった。

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。



4

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。

   

Ⅴ. その他

   ９．松岡副会長より、平成 31 年度の各部・委員会・研究班の事業予算案の作成依頼があった。

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 11 月８日

                     

議   長   神 山  清 志  印

（代表理事）

監   事   遠 藤  敏 彦  印


