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令和元年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会 

第 10回理事会議事録 

 

 

日 時   令和２年 1月９日（木）19 時 00分より 19時 50分まで 

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   矢作 強志  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  濱田 昇一  伊藤 惠子  笹野 勝年 

  石井 直美  神戸 考裕  山口 純也  猪浦 一人  鳥山 満  

  阿部健一郎 

      （監事）遠藤 敏彦 

欠 席（理事）久保田 亮 

   （監事）細谷 博光 

 

 

 本日の理事会の出席者は 22名であった。理事の出席者は 21名で、現在数 22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 （ 令和元年 12月 12日～令和２年１月８日 ） 

12月 12日（木）令和元年度第９回理事会：神山、岡田、矢作、松岡、小山、奈良、小島、 

神嶋、菊池、長澤、濱田、伊藤、笹野、神戸、 

猪浦、久保田、阿部、遠藤、細谷 

12月 13日（金）日臨技予算委員会：神山 

12月 26日（木）埼臨技だより 488号編集会議（メール会議）：奈良、長岡、小島、神嶋、菊池 

12月 27日（金）賀詞交歓会事前準備：長澤、伊藤 

12月 30日（月）埼臨技事務所巡回：小山 

１月 ３日（金）埼臨技事務所巡回：小山 

 

Ⅱ. 報告事項    

   １ 事務局 

 （１）日臨技より令和２年度全国「検査と健康展」中央会場担当の依頼が届いた。 

（２）第 11回埼玉輸血フォーラムの後援依頼が届き、承諾した。 

          日時：令和２年２月 22日（土）13：30～17：00    

会場：大宮ソニックシティ 小ホール 

（３）埼玉県医師会より第５回医師会新年会の案内が届いた。岡田副会長、松岡副会長、濱

本事務局次長、山口学術部長を派遣することとした。 

          日時：令和２年２月１日（土）18：00～ 

会場：パレスホテル大宮 ４Ｆローズルーム 

     （４）第 69回日本医学検査学会より座長推薦の依頼があり、回答した。 

（５）日臨技関甲信支部より 2019年度関甲信支部・首都圏支部人材育成研修会の案内が届い

た。 

（６）日臨技より令和２年度ベッドサイド研修会の中止についてお知らせが届いた。 

                                 （別紙資料１） 

（７）日臨技より「会員施設実態調査」並びに「会員意識調査」実施への協力について依

頼があった。 
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（８）埼玉県診療放射線技師会より乳腺セミナー開催のお知らせが届いた。 

          日時：令和２年２月 16日（日）12：30～    

会場：さいたま赤十字病院 2Ｆ多目的ホール 

 

（９）12月 30日（月）、１月３日（金）に事務所巡回を行った。 

         

２ 総務部 

（１）12月 26日（木）埼臨技だより 第 488号編集会議（メール会議）を行った。 

                                  （別紙資料２） 

（２）「埼臨技だより」第 488号１月 15日発行予定 

 

   ３ 事業部 

     特になし 

 

４ 学術部 

（１）第 69 回日本臨床検査医学会座長に下記６名を推薦した。 

一般：山浦 久 （さいたま市立病院 中央検査科） 

微生物：渡辺 典之（埼玉医科大学国際医療センター） 

生理：瀧沢 義教（獨協医科大学 埼玉医療センター） 

臨床化学：大地 康文（さいたま市立病院） 

チーム医療：山口 純也（埼玉県済生会川口総合病院） 

その他：矢作 強志（川口市立医療センター） 

（２）令和２年４月に理事・研究班合同会議を計画している。 

 

５ 精度保証部 

  特になし 

 

６ 会計部 

  （１）令和元年度正会員費４名 20,000 円、入会金４名分 4,000 円 合計 24,000 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 46,000円×１、47,500円×１、50,000円×１の

合計 143,500 円の入金があった。 

（３）株式会社石井印刷に埼臨技だより第 487号印刷代 174,471円を支払った。 

（４）12月 9日、令和元年度予算委員会が開催された。         （別紙資料３） 

 

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 47回埼玉県医学検査学会 

 （１）第 47回学会より、事務所の鍵、学会長印の返却があった。 

 



 3 

 

12 第 48回埼玉県医学検査学会 

 （１）第 48回学会より、事務所の鍵、学会長印の借用申請があった。              

                                 

Ⅲ. 承認事項 

事務局 

１ 会員動向 (令和元年度分)               令和２年１月１日現在 

会員数 3,171名［平成 30年度会員数  3,027名］ 

(新入会員 293名) 

   賛助会員 81社［平成 30年度 82社］ 

  承認された 

 

    総務部 

  特になし 

 

事業部 

     特になし 

 

学術部 

  ２  第 47回埼玉県医学検査学会 優秀発表賞、学会長特別賞、埼臨技奨励賞 候補者について 

                                    （別紙資料４） 

  承認された 

 

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 47回埼玉県医学検査学会 

     特になし 

 

    第 48回埼玉県医学検査学会 

     特になし    

   

Ⅳ. 議題 

事務局 

 １ 令和元年度臨時会員総会議案書について  （別紙資料４） 

  小山事務局長から上記の件について、発言があり、審議の結果、承認された。 

 ２ 令和 2 年度の研究班、委員会が開催する研修会の会場整理費無料化について 

  小山事務局長から上記の件について、発言があり、審議の結果、承認された。 

 

総務部 

 ３ 令和２年度会員名簿発行について 

  奈良部長から上記の件について、紙媒体による名簿発行の必要性について発言があった。本件

に関し、詳細については総務部内で協議して、製本形式にとらわれないような簡便なものを検

討することを前提として承認された。 
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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 

    

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。 

 

 

 

 

     令和２年１月９日 

              

         

議   長   神 山  清 志  印  

（代表理事） 

 

監   事   遠 藤  敏 彦  印  

 

 

 


