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令和４年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会 

第４回理事会議事録 

 

 

日 時   令和４年６月 16日（木）19時 00分より 20時 00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  現地にて出席 

（理事）神山 清志  松岡 優   猪浦 一人  山口 純也  濱本 隆明 

長澤英一郎  松嵜 朋子  阿部健一郎  松尾千賀子  網野 育雄 

三木 隆治  塚原 晃   伊藤 恵子  神嶋 敏子  伊藤 隆史 

石井 直美  神戸 考裕  小林 麻里子 久保田 亮  長谷川 隆  

      （監事）遠藤 敏彦  

       Zoomにて出席 

     （理事）長岡 勇吾  佐瀬 勝也   

     （監事）細谷 博光   

 

本日の理事会の出席者は 24名であった。理事の出席者は 22名で、現在 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４年５月 12日～令和４年６月 15日 ） 

５月 12日（木）令和４年度第２回理事会：神山、矢作、松岡、濱本、長澤、山口、神嶋、 

菊池、松尾、伊藤（恵）、笹野、塚原、松嵜、石井、 

神戸、阿部、長岡、久保田、長谷川、遠藤、細谷 

       ５月 12日（木）埼玉県医学検査学会 50回記念式典実行委員会：松岡、濱本、伊藤（恵）、 

塚原、松嵜、山口 

５月 12日（木）日臨技医学検査学会会議：神山 

５月 15日（日）日臨技認定化学免疫審議会：神山 

     ５月 15日（日）タスクシフト指定講習会：猪浦、山口、伊藤（恵）、塚原、松嵜、長谷川、石井、 

神戸 

 

    ５月 19日（木）第 50回学会実行委員会：神嶋、飯野 

    ５月 20（金）～22日（日）日本医学検査学会：神山 

    ５月 24日（火）越谷市精度管理打合せ：神山 

５月 31日（火）令和 4年度第１回女性技師企画研修委員会：菊池、山口、石井、伊藤（恵） 

６月 ２日（木）日臨技人事委員会：神山 

６月 ９日（木）令和４年度定時会員総会：神山、矢作、松岡、猪浦、濱本、長澤、山口、 

神嶋、菊池、松尾、伊藤（恵）、笹野、塚原、松嵜、 

石井、神戸、阿部、久保田、長谷川、飯野、遠藤 

    ６月 ９日（木）令和４年度第 3回理事会：神山、松岡、猪浦、濱本、長澤、山口、神嶋、 

松尾、伊藤（恵）、塚原、松嵜、石井、神戸、阿部、久保田、

長谷川、網野、伊藤（隆）、小林、佐瀬、三木、遠藤 

    ６月 ９日（木）第１回 HP委員会：山口、濱本、塚原 

    ６月 11日（土）理事研究班合同会議（会計）:神山、松岡、松嵜、石井、長岡、神戸、塚原、 

久保田、長谷川 

    ６月 13日（月）理事研究班合同会議（HP・生涯教育）：山口、長岡、濱本、松嵜、塚原、 

久保田、長谷川 
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Ⅱ. 報告事項 

   １ 事務局 

    （１）５月 12日（木）埼玉県医学検査学会第 50回記念式典実行委員会を開催した。式典は埼

玉県医学検査学会当日に行い開催形式は飲食を伴わないものとする。 （別紙資料１） 

    （２）５月 15 日（日）タスクシフト指定講習会（埼玉 006）が開催された。次回は６月 19 日

（日）に埼玉県 007 を予定している。９月 18 日予定のタスクシフト指定講習会が講師

の都合により９月 11日に変更することで調整中。 

    （３）５月 25日（水）第 29回埼玉糖尿病教育セミナーに対する後援依頼を承認した。 

（４）５月 26日（木）土地売買契約に関わる技師会事務所駐車場の測量が行われた。 

（５）６月７日（火）令和４年度埼玉県公衆衛生事業功労者表彰について埼玉県に推薦状を送

付した。 

（６）会員総会会場を大宮ソニックシティよりレイボックホール（市民会館おおみや）に変更

予定。 

 

２ 総務部 

 （１）５月 31日（火）令和４年度第１回 女性技師企画研修委員会を開催した。（別紙資料２） 

（２）６月 15日（水）埼臨技だより第 517号 発行予定。 

（３）女性技師企画研修委員会の名称について会員より指摘があった。今後名称の変更を検討

する。 

 

   ３ 事業部 

（１）9月 22日（木）令和４年度第１回検査室管理運営研修会開催予定。 

    講演名：「学ぼうハラスメントの基礎と対策」 

        あなたの職場は大丈夫？どこからがハラスメント？ 

        講師：池上 貴子（社会保険労務士法人やさか事務所） 

（２）令和４年度全国「検査と健康展」企画書予算書作成について日臨技事務局へ送付予

定。                             （別紙資料３） 

 

４ 学術部 

（１）５月 12日（木）生涯教育研修プログラム６月・７月分の行事登録（日臨技システ 

ム）が完了した。 

（２）生涯教育研修プログラム８・９月分を埼臨技だより６月号に同封予定。 

（３）６月 11 日（土）と 13 日（月）に理事研究班合同会議（会計部門、HP・生涯教育部門）

を開催した。 

 

５ 精度保証部 

   特になし 

 

６ 会計部 

（１）令和４年度正会員費 79 名 395,000 円、入会金 47 名 47,000 円、再入会金１名分 1,000

円、合計 443,000円の入金があった。 

（２）日本臨床衛生検査技師会よりタスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会の

実務員料として 42,120円の入金があった。 

（３）株式会社サンメディアより複製等の利用許諾実績金額 165円（１件）の入金があった。 

（４）株式会社メテオより 2021年度文献許諾使用料 5,600円の入金があった。 

（５）日本臨床衛生検査技師会へ 2022年度 精度管理調査用試料代 819,348円を支払った。 

（６）石井印刷へ、埼臨技だより第 516号印刷代 95,480円を支払った。 

 

７ 精度管理委員会 

  特になし 
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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）６月 25日（土）令和４年度定時会員総会開催予定。 

 

   11 第 50回埼玉県医学検査学会 

    （１）５月 19日（木）第８回学会実行委員会を開催した。       （別紙資料４） 

 

Ⅲ. 承認事項 

事務局 

   １ 会員動向 (令和４年度分)               令和４年６月１日現在 

     会員数 3,394名［令和３年度会員数  3,329名］ (新入会員 151 名) 

     賛助会員  56社［令和３年度 76社］ 

     承認された。 

 

   ２ 令和４年度理事会開催日程について                 （別紙資料５） 

     上記の件について、濱本隆明事務局長から発言があり、審議の結果、承認された。 

 

   ３ 埼臨技事務所夏季休暇について 

     上記の件について、濱本隆明事務局長から発言があり、審議の結果、８月 11日から 17日ま

で夏季休暇とすることで承認された。 

 

   ４ 事務員の夏季賞与について 

     上記の件について、濱本隆明事務局長から発言があり、審議の結果、承認された。 

 

   ５ 第 50回記念式典実行委員会運営委員の追加について          （別紙資料６） 

     上記の件について、松岡優副会長より、発言があり、審議の結果、承認された。 

 

   ６ 各種委員会委員の選任について                   （別紙資料９） 

     上記の件について、濱本隆明事務局長から発言があり、審議の結果、執行部が所管する常設

委員会の委員について承認された。尚、本審議は、議題１可決後に審議、承認された。 

 

   ７ 研修会に使用する領収書書式について 

     上記の件について、濱本隆明事務局長から発言があり、審議の結果、承認された。 

 

   総務部 

  特になし 

 

事業部 

８ JAMTIS学術権限付与について 

上記の件について、塚原晃事業部長より発言があり、審議の結果、新入会員向け研修会（７

月 29日）、第１回検査室管理運営委員会（９月 22日）開催に際し、学術権限の付与すること

で承認された。 

 

学術部 

   ９ 令和４年度からの生理検査研究班 CD-ROMサーベイ運用変更について   （別紙資料７） 

      上記の件について、長岡勇吾学術部長より発言があり、審議の結果、承認された。 
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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 50回埼玉県医学検査学会 

   10 技師養成校学生の参加について 

      上記の件について、神嶋敏子理事より発言があり、審議の結果、承認された。 

 

Ⅳ. 議題 

事務局 

 １ 令和４・５年度役員（副会長・常務理事）について           （別紙資料８） 

    上記の件について、神山清志会長より発言があり、審議の結果、可決された。 

 

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 

 

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４年６月 16日 

              

         

議   長   神 山  清 志  印  

（代表理事） 

 

監   事   遠 藤  敏 彦  印  

 

 

監   事   細 谷  博 光  印  

 


