公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
平成 27 年度 第 13 回（3 月）理事会 議事録
◇ 日

時： 平成 28 年 3 月 10 日（木）午後 7 時 00 分～8 時 40 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： 竹浦、吉本、高田、田畑、井戸田、山田、山西、杉山、増田、久保田、上田、井口、
梶、岡本、安保、柴監事、荒木監事、事務（岩﨑）
◇ 欠席者： 酒井、清水、出野
◇ 議

長： 竹浦

【 討議内容 】
Ⅰ．行動報告（2 月分）
別紙参照
Ⅱ．経過報告
1. 日臨技関係
なし
2. 事務局
〈総務部〉2 月 17 日（水）に部会を開催した。
・平成 28 年度大臨技定時総会について検討した。
・マイナンバー制度への対応について協議した。
・メーリングリストの新規作成について協議した。
・平成 28 年度大臨技会員証について検討した。
・総務部世話人の募集について協議した。
・大阪学会実行委員公募記事について協議した。
・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随時更新した。
〈会計部〉2 月 17 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 月給与を送金した。
・学術部臨床化学部門の口座を開設した。
〈渉外部〉2 月 16 日（火）に部会を開催した。
・大臨技・大放技合同フォーラム委員会の開催後報告を行った。
・平成 27 年度第 2 回献血推進活動の開催後報告を行った。
・がん予防フォーラム 2016 について討議した。
・子宮頸がん予防啓発活動（LOVE49）について説明した。
・平成 28 年度予算について説明した。
3. 事業局
〈情報組織部〉2 月 18 日（木）に部会を開催した。
・技師長会（2 月 27 日開催）の進行、役割分担について最終確認を行った。
・
「新人の集い」
（新入会員研修会より改名、5 月 21 日開催予定）におけるプログラムと役割
分担について討議した。
〈地区事業部〉2 月 18 日（木）に部会を開催した。
・施設連絡者会（3 月 5 日開催)での配布資料の作成について検討した。
・マタニテイカーニバル 2016 で使用するエコー装置借用台数およびボランティア募集時期に
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ついて検討した。
〈学術部〉2 月 23 日（火）に部会を開催した。
・理事会報告を行った。
・平成 27 年度学術講演会（3 月 12 日開催）の最終打合せを行った。
Ⅲ．報告事項
1.

平成 28 年度予算書の修正について（杉山理事)
・基本財産運用益の修正報告があった。

2. 大阪学会実行委員の公募ついて（山田理事）
・実行委員の公募記事を大臨技ニュース 3 月号に掲載した。
3. 日本臨床検査技師連盟加入依頼について（竹浦会長）
・日本臨床検査技師連盟の加入依頼について説明があった。
・大臨技ニュース 4 月号に連盟加入依頼状と連盟費払込取扱票を同封する。
4. 近畿支部幹事会について（竹浦会長）
・2 月 27 日（土）14：00～16：00 に大臨技事務所にて開催した。
・議事概要記録に沿って説明があった。
・検体採取講習会の実務委員は、次年度より各府県持ち回りとする。
・次期近畿支部推薦日臨技理事および近畿支部体制について、支部長：竹浦（大阪・新）、理事：
小澤（京都・再）
、竹中（和歌山・新）、井垣（兵庫・新）を推薦した。
5. 近畿支部学術部門委員候補者について（竹浦会長）
・3 月末までに近畿支部学術部門委員候補者の推薦を行う。
6. 臨床検査教育機関懇談会について（高田副会長）
・第 11 回臨床検査教育機関懇談会を 3 月 23 日（水）19：30 から大臨技事務所にて開催する。
・報告事項及び議題に沿って開催し、会長、副会長、各部長及び山田理事が参加する。
7. 平成 28 年度大臨技登録学生について（吉本副会長）
・現在、大坂医療 84 名、日本医療 90 名、関西医療大学 50 名の申込みがある。
・平成 28 年度登録学生カードの色は、大臨技会員証と同色にする。
8. 日臨技学生表彰会長賞について（吉本副会長）
・日臨技が「日臨技学生表彰会長賞」制度を立ち上げ、一般社団法人日本臨床検査学教育協議
会加盟校の卒業予定の学生を対象に、各校１名の推薦者へ表彰を行うこととなった。
9. 平成 28 年度看護の日について（吉本副会長）
・5 月 14 日（土）13：00～16：00、大阪府看護協会桃谷センターにて開催する。
・大臨技は、頸部エコーと無侵襲ヘモグロビン測定を担当する。
10. 平成 28 年度賛助会員について（吉本副会長）
・平成 28 年度より、新規に 4 社（株式会社タウンズ、株式会社堀場製作所、メルク株式会社、
株式会社レイデックス）が加わり 74 社となる予定である。
・株式会社レイデックスより大臨技ニュース広告の年間掲載申込があった。
11. がん予防フォーラム 2016 について（岡本理事）
・3 月 20 日（日）開催のがん予防フォーラム 2016 の進捗状況及び当日のタイムスケジュールに
ついて説明があった。
12. その他
1）府民健康フォーラム打ち合わせ会議について（増田理事）
・2 月 26 日（金）に府民健康フォーラムの打ち合わせ会議があった。
・平成 27 年 10 月 25 日（日）に開催された第 11 回府民健康フォーラムの参加者は、208 名（一
般：45 名、薬剤師：86 名、臨床検査技師：32 名、栄養士：45 名）であった。
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・決算額は 513,136 円、分担金は 17,1046 円であった。
・来年度は、平成 28 年 11 月 23 日（水・祝）13：30～17：00、ブリーゼプラザ小ホールにて
開催し、テーマは「アトピー」とする。
Ⅳ．議
1.

題

平成 28 年度定時総会について（吉本副会長）
・タイムスケジュール案に沿って説明があった。
・平成 28 年 5 月 26 日（木）19：00～20：30、大臨技事務所にて開催する。
・開催案内と委任状は、大臨技ニュース 4 月号に同封する。
・委任状の回収期日は、5 月 5 日（木）とする。
・総会開催に伴い 5 月の理事会は、第 2 水曜日（5 月 11 日）に開催する。
・4 月の理事会で感謝状表彰者の選考を行う。

2.

平成 28 年度事業計画案について（竹浦会長、吉本副会長、高田副会長、柴監事）
・平成 28 年度事業計画案について各担当者より説明があり、全て承認された。

3. 遺伝子検査部門の開設について（井戸田常務理事）
・平成 28 年度より学術部に新たに遺伝子検査部門の開設の提案があり、承認された。
4. その他
なし
以上
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