
公益社団法人 大阪府臨床検査技師会

平成 25年度第 7回（3月）理事会 議事録

◇　日　時：平成 26 年 3 月 13 日（木）午後 7 時 00 分～8 時 00 分

◇　会　場：公益社団法人 大阪府臨床検査技師会事務所

◇　出席者：運天、竹浦、吉本、高田、荒木、田畑、清水、山田、宮野、酒井、栗本、山西、杉山、

増田、久保田、栗本監事、事務（岩﨑） 

◇　欠席者：井戸田、出野、後藤、山中監事

◇　議　長：運天

【 討議内容 】

Ⅰ．行動報告（2 月分）

2月1日　　日臨技近畿支部幹事・近臨技理事合同会議

運天、荒木、清水

1日　　中央支部自由集会

田畑、後藤

7日　　大阪府主催新型インフルエンザ受け入れ説明会

運天

8日　　平成25年度大臨技臨床検査データ標準化推進事業報告会

竹浦、井戸田、山西、杉山

13日　  理事会

運天、竹浦、吉本、高田、荒木、田畑、清水、出野、山田、宮野、酒井

山西、増田、杉山、後藤、栗本監事

14日　  近畿支部学会打ち合わせ会議

清水、酒井

15日　  献血推進活動

竹浦、吉本、清水、杉山

15日　  赤十字シンポジウム

運天、竹浦、杉山

18日　  渉外部会

吉本、清水、増田、杉山

19日　  総務・会計部会

運天、吉本、荒木、栗本、山田

20日　  情報組織部会

竹浦、井戸田、酒井、山西、杉山

20日　  地区事業部会

竹浦、田畑、出野、後藤

22日 　 技師長会

竹浦、井戸田、酒井、山西、杉山

22日　 兵臨技富永会長の叙勲授章祝賀会
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運天、荒木

23日　 糖尿病療養指導士講演会

運天

25日　 学術部会

竹浦、高田、山西

26日　 平成25年度衛生検査所精度管理合同会議

竹浦、吉本、高田、田畑、清水、井戸田、宮野、酒井、山西、久保田

26日　 常務理事会

運天、竹浦、吉本、高田、荒木、田畑

26日　 近畿支部学会準備委員会

運天、竹浦、吉本、高田、荒木、田畑、清水、酒井

Ⅱ．経過報告

1.　日臨技

〈日臨技関係〉

　1)　平成 26・27 年度の会長立候補者は宮島氏 1 名のため続投が決定した。

2)　3 月 19 日に結核研究奨励賞得選考委員会が東京で開催される。

3)　3 月 29 日 9：00 から 15：00 まで理事会・各委員会を開催予定。

4)　3 月 29 日 16：00 から診療報酬改定の説明会を開催する。

〈近畿支部学会準備委員会〉2 月 26 日（水）に第 10 回委員会を開催した。

討議内容については、「Ⅲ 報告事項 6」参照。

2.　 事務局

〈総務部〉2 月 19 日（水）に部会を開催した。

　・　平成 25 年度臨時総会の開催について検討した。

・　平成 26 年度定時総会について検討した。

・　大臨技登録学生カードについて検討した。

・　大臨技行事ブッキング対応策（スケジューラー）について検討した。

・　大臨技事業における参加費の取り決めについて検討した。

・　平成 26 年度賛助会員の申込み状況について確認した。

・　大臨技ニュース 2 月号を発行した。

・　大臨技ホームページを更新した。

〈会計部〉2 月 19 日（水）に部会を開催した。

　・　1 月度収支決算書を作成した。

・　事務員 2 月分給与及び事業費を送金した。

・　平成 26 年度事業予算案を作成した。

〈渉外部〉2 月 18 日（火）に部会を開催した。

　・　献血推進活動（2 月 15 日（土）10：00～16：30）について報告を行った。

　　　　難波グリーンガーデン　受付数 57 名、採血数 51 名（400mL 50 名、200 mL 1 名）

　　　　なんば献血ルーム　　受付数 107 名、採血数 89 名（400mL 60 名、200 mL 5 名、成分 22 名）

　・　がん検診フォーラム（3 月 15 日（土）開催）について進捗状況を報告した。
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　・　来年度の事業及び予算について検討した。

　3.  事業局　　

〈情報組織部〉2 月 20 日（木）に部会を開催した。

・　第 30 回技師長会（2 月 22 日（土）開催）における進行方法の詳細を確認した。

・　第 30 回技師長会における配布資料の作成を行った。

〈地区事業部〉2 月 20 日（木）に部会を開催した。

　・　施設連絡者会（3 月 29 日（土）開催）における当日運営の最終打合せを行った。

　・　検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画講習会について討議した。

　・　マタニティカーニバル 2014 の開催日程が決定した。

　　　　平成 26 年 6 月 28 日（土）・29 日（日）、場所：インテックス大阪（予定）

〈学術部〉2 月 25 日（火）に部会を開催した。

　・　来年度の活動計画について検討した。

　・　第 9 回学術部講演会について最終打合せを行った。

　　　

Ⅲ　報告事項

1.　第 9 回臨床検査教育機関懇談会の開催について（竹浦副会長）

・　3 月 26 日（水）に大臨技事務所にて開催する。

・　日本医療学院専門学校、大阪行岡医療専門学校長柄校、大阪医療技術学園専門学校、大阪大学に今

年度から関西医療大学が加わり計 5校の担当者と大臨技担当者が参加する。

2.　平成 25 年度感謝状表彰候補者の推薦について（吉本副会長）

・　候補者の推薦は、4 月 5 日までに所定の推薦状にて吉本副会長へ提出する。

・　表彰者の選定は、4 月理事会で行う。

3.　第 66 回保健文化賞候補者の推薦について（吉本副会長）

・　大阪府から推薦依頼があった標記賞の候補団体ならびに候補者について、今回は該当者無しとし

た。

4.　大臨技登録学生の申込み状況について（栗本理事）

・　大臨技登録学生（OEMS）の申込み数は、大阪行岡医療専門学校長柄校 23 名、日本医療学院専門

学校 128 名の計 151 名あり、現在、大臨技登録学生カードを作成中である。

・　大阪医療技術学園専門学校については 4 月以降の対応となる。

5.　看護の日実行委員会について（杉山理事）

・　3 月 4 日（火）に開催された。

　・　平成 26 年度看護の日の日程は、5 月 10 日（土）13：00～16：00 に決まった。

・　大臨技は、昨年と同じく頸動脈エコーと血糖測定を担当する。

6.　 第 10 回「平成 27 年度日臨技近畿支部医学検査学会」準備委員会について（清水理事）

1）学会テーマについて

提出された 14件の学会テーマの中から各役員が 3件ずつ選考した結果、上位の 3テーマが決定

した。

2）学会実行委員会の組織体制について

学会長に運天会長、副学会長に竹浦副会長、実行委員長に吉本副会長、事務局長に清水理事、事

務局次長に酒井理事を選出した。
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3）学会運営サービス会社の選考について

近畿日本ツーリストならびに東広社の見積内容より 2 社を比較検討した。

4）総合受付について

受付用端末（PC、バーコードリーダー）を 5台レンタルする方向で検討する。

5）演題受付方法について

従来の PC 受付または福井学会でも使用されたセルフプレゼンテーションシステムのどちらか

を採用する。

6）運営委員について

会場担当、総合受付担当、演題受付担当等が必要で、今後、実行委員会にて決定して行く。

7.　平成 26 年度大臨技世話人委嘱状について（吉本副会長）

・　各部世話人について委嘱状が必要な場合は、吉本副会長に依頼する。

8.　その他

1）第 9 回府民健康フォーラム報告会について（増田理事）

・　報告会が 2 月 19 日（水）に開催された。

・　第 9 回府民健康フォーラム（平成 25 年 11 月 17 日開催）の参加者数は、一般 48 名、薬剤師会

124 名、検査技師会 38 名、栄養士会 80 名で、計で 290 名であった

・　会計報告において、支出合計 505,156円、各会の分担金は 168,385円であった。

・　第 10 回府民健康フォーラムについては、会場が今回と同じブリーゼプラザホールとし、日程

は平成 26 年 11 月 9 日（日）に決定した。

・　次回会議は 5 月の予定である。

2）日臨技学術部門員の選出について（高田常務理事）

・　遺伝子部門においては大臨技に該当部門が無いため、該当者無しとした。

・　生物化学分析部門（臨床化学部門と免疫部門の統合）として増田理事を推薦した。

3）研修会について（運天会長）

・　平成 26 年 4 月 25 日（金）14：30～16：00　大阪薬業倶楽部にて「大規模災害時における臨

床検査の必要性について　－東日本大震災の教訓－ 」が開催される。

・　参加希望者は大臨技事務所に連絡すること。

4）後援依頼について（吉本副会長）

・　平成 27 年 2 月 4 日（水）～6 日（金）に開催される「メディカルジャパン 2015 大阪」の後援

依頼があり承認した。

5）メール審議について（運天会長）

・　先日の臨時総会開催におけるメール審議に倣って、今後、メール審議については役員全員の

即日回答の返信をお願いする。

Ⅳ　議　題　

1.　平成 25 年度臨時総会につい（吉本副会長）

平成 26 年度 3 月 27 日（木）19：00～20：00　大臨技事務所にて開催することとなった。

　　　臨時総会のスケジュール案に沿って説明があった。

・　受付は、総務部の三上英子氏（高津病院）ならびに岡部文雄氏（結核予防会大阪支部）に依頼し

た。
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・　第 1 議長候補者として学術部より堀田真希氏（大阪大学医学部附属病院）、第 2 議長候補者とし

て総務部より上遠野明氏（南大阪病院）を選出した。

・　資格審査委員兼議事運営委員に役員より田畑常務理事ならびに高田常務理事、会員より情報組織

部の八木美智子氏（大阪大学医学部附属病院）、是永愛氏（森ノ宮病院）、総務部の三上英子氏

（高津病院）を選出した。

・　議案審議は以下の通りとする。

第 1号議案　平成 26 年度事業計画案に関する件

　　　第 2号議案　平成 26 年度予算案に関する件

　　　第 3号議案　役員交代に関する件

・　議事録署名人は、情報組織部の安江智美氏（大阪府呼吸器・アレルギー医療センター）ならびに

小宮山恭弘氏（大阪鉄道病院）を選出した。

2.　平成 26 年度定時総会について（吉本副会長）

下記スケジュール案が承認された。

・　日時：平成 26 年 5 月 22 日（木）19：00～20：30、場所：大臨技事務所

・　受付は、総務部の岡本美由紀氏（新生病院）ならびに岡部文雄氏（結核予防会大阪支部）に依頼

した。

・　第 1 議長候補者として渉外部より岡本秀雄氏（住友病院）、第 2 議長候補者として学術部より堀

田真希氏（大阪大学医学部附属病院）を選出した。

・　資格審査委員兼議事運営委員に役員より高田常務理事ならびに荒木常務理事を選出、会員につい

ては情報組織部から 3 名選出予定。

・　議案審議は以下の通りとする。

第 1号議案　平成 25 年度事業報告に関する件

　　　第 2号議案　平成 25 年度収支決算報告に関する件

　　　第 3号議案　平成 25 年度監査報告に関する件

　　　第 4号議案　定款変更に関する件

　　　第 5号議案　その他

・　議事録署名人は、情報組織部から 2 名選出予定。

・　本総会は、定款変更に関する議案に伴い、委任状を含め総正会員の 3 分の 2以上出席が必要なるた

め、大臨技ニュース 4 月号に開催予告を掲載することとした。

3.　定款変更について（運天会長）

平成 26 年度定時総会の議案における定款変更案に伴い、定款 35条　事業計画、収支予算書等の

書類についての文言中、「理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。」を「理事会

の承認を受けなければならない。」に変更することを理事会承認とした。

4.　平成 26 年度役員交代について（運天会長）

平成 25 年度臨時総会の議案における役員交代案に伴い、現監事の山中氏の退任後、平成 26 年度

から柴監事が就任することを理事会承認とした。

5.　平成 27 年度日臨技近畿支部医学検査学会テーマについて（清水理事）

　　　学会テーマの選考結果および選考理由により、

・　学会テーマを「臨床検査から医療への主張」、サブテーマを「点から線そして面へ・臨床検査の可

能性を求めて」に決定した。
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・　その他のテーマ案については、特別講演やシンポジウムのテーマとして考慮することとした。

6.　平成 27 年度日臨技近畿支部医学検査学会医学検査学会実行委員会の組織体制について（運天会

長）

　　学会長に運天会長、副学会長に竹浦副会長、実行委員長に吉本副会長、事務局長に清水理事、事

務局次長に酒井理事の選任が決定した。

7.　子宮頸がん検診啓発活動（LOVE49）の共催申請について（清水理事）

細胞検査士会から共催申請があった「子宮頸がん検診啓発活動（LOVE49）」（下記内容）につ

いて承認された。

　　　　開催期日：平成 26 年 4 月 6 日（日）14：00～17：00

　　　　開催場所：大丸心斎橋周辺

開催概要：子宮頸がん検診の街頭キャンペーンとコンサートの同時開催。

8.　大臨技行事予定表（スケジューラー）について（栗本理事）

標記について運用メリットや運用規程案等を提示し承認された。

・　今後、各部で運用担当者を決めてもらい担当者による確認作業を行うこととした。

・　4 月から運用を開始することとした。

9.  その他

・　「第 17 回阪神エコーレベルアップミーティング」開催案内の大臨技ホームページ掲載申請が承認

された。（高田常務理事）

　・　今年度より臨床検査教育機関懇談会への参加施設として関西医療大学を加えることが承認され

た。（竹浦副会長）

以上
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