公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
平成 28 年度 第 1 回（4 月）理事会 議事録
◇ 日

時： 平成 28 年 4 月 14 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： 竹浦、吉本、田畑、井戸田、酒井、清水、出野、山田、山西、杉山、増田、久保田、梶、
岡本、安保、柴監事、荒木監事、事務（出口）
◇ 欠席者： 髙田、上田、井口
◇ 議

長： 竹浦

【 討議内容 】
Ⅰ．行動報告（3 月分）
別紙参照
Ⅱ．経過報告
1. 日臨技
1） 役員候補者選出委員会報告
平成 28・29 年度会長候補者当選者告示をホームページに掲載した。
2）日本マタニティフィットネス協会からの共催依頼について
4D 超音波体験コーナー中止を受けて、当会はこの共催には対応しないことにした。
3）平成 28 年度からの都道府県会員管理システムの年間保守費用について
税込 54 万円を都道府県技師会へ負担案を依頼する。
（初年度は無料）
4）医療関連サービス振興会について
医療関連サービス振興会より各委員の推薦依頼を受理して再任の対応をする。
5）日韓交流功労者について
富永 博夫（元副会長）に決定した。
6）役員の追加選任について
代表理事を 3 名とし、長沢光章執行理事を副会長とする。深澤理事を執行理事とする。
7）平成 28 年度事業計画および予算案について
平成 28 年度事業計画案および予算案を理事会決定し、総会審議とした。
8）諸規定改定について
次回に持ち越し審議とした。
2. 事務局
〈総務部〉3 月 16 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協議した。
・平成 28 年度事業計画案について協議した。
・平成 28 年度予算案について協議した
・行事予定担当者について検討した。
・平成 28 年度部会日程について検討した。
・大臨技ニュース 3 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〉3 月 16 日（水）に部会を開催した。
・2 月度収支計算書を作成した。
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・3 月分事務員給与を送金した。
〈渉外部〉3 月 15 日（火）に部会を開催した。
・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）について説明を行った。
・看護の日記念事業について説明を行った。
・平成 28 年度事業について討議した。
3. 事業局
〈情報組織部〉3 月 18 日（金）に部会を開催した。
・新入の集い（5 月 21 日開催予定）におけるグループディスカッションの内容について討議し
た。
〈地区事業部〉3 月 3 日（木）に部会を開催した。
・施設連絡者会（3 月 5 日）の役割分担等最終打ち合わせおよび配布資料の作成を行った。
・平成 27 年度事業報告および平成 28 年度事業について討議した。
〈学術部〉部会開催なし
・平成 27 年度学術部講演会（3 月 12 日）の参加者は 199 名であった。
Ⅲ．報告事項
1. 支部学術部門委員候補者について（髙田副会長）
・髙田副会長が欠席の為、後日確認する。
2.

第 11 回臨床検査教育機関懇談会について（髙田副会長）
・髙田副会長が欠席の為、竹浦会長より報告があった。
・3 月 23 日（水）に開催された第 11 回臨床検査教育機関懇談会について報告があった。
・第 11 回大臨技教育セミナー（7 月 9 日（土）13：30～16：30）について説明があった。

3. 「宮島よしふみ」立看板の設置について（竹浦会長）
・
「宮島よしふみ」立看板用のポスター（幅 40cm、縦 150 cm）が 35 枚届き、一部を大臨技事務所
に設置した。
4. 清和政策研究会担当議員への挨拶について（竹浦会長）
・大阪選挙区の清和政策研究会担当議員である宗清皇一氏および中山泰秀氏に挨拶に行く。
5. 宮島よしふみ候補総決起大会について（竹浦会長）
・宮島よしふみ総決起大会の開催概要について説明があった。
開催日時（関西地区）
：平成 28 年 6 月 12 日（日）午前 11:30 開場、12:00 開会
開催場所（関西地区）
：尼崎市総合文化センター
6. 「がん予防フォーラム 2016」終了報告について（岡本理事）
・
「がん予防フォーラム 2016」
（3 月 20 日開催）について終了報告があった。
・総参加者数は 196 名で、予算内で開催できた。
7. 平成 28 年度看護の日について（清水理事）
・平成 28 年度「看護の日」週間事業 看護フェスタおおさか 2016 の開催について説明があった。
・日時：5 月 14 日（土）13:00～16:00、場所：大阪府看護協会 桃谷センター
8. 平成 28 年度第 52 回「小島三郎記念文化賞」の推薦依頼について（吉本副会長）
・候補者がいる場合、推薦用紙を黒住医学研究振興財団ホームページよりダウンロードし、5 月 31
日（火）までに申請する。
9. 公益法人向け説明会について（竹浦会長）
・事業報告書等の定期提出書類の作成等を支援するための説明会（初めて書類の作成をする者を対
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象）に酒井常務理事が出席する。
日時：平成 28 年 4 月 28 日（木）午前 10 時～12 時、場所：大阪府庁新別館北館 1 階
10. その他
1）平成 28 年度の賛助会員は、1 社が辞退したので 73 社となる予定。
2）平成 28 年度世話人の委嘱状が必要な場合は吉本副会長まで依頼する。
3）本年度の子宮頸がん予防啓発活動（LOVE49）への大臨技の参加は、細胞検査士会からの連絡
遅延により断念した。
Ⅳ．議

題

1. 平成 28 年度定時総会について（吉本副会長）
・平成 28 年度 定時総会タイムスケジュール（案）に沿って説明があり承認された。
日時：平成 28 年 5 月 26 日（木）午後 7 時 00 分～8 時 30 分、場所：大臨技事務所
2. 平成 27 年度事業報告について（酒井常務理事、清水理事、山西理事、田畑常務理事、井戸田常務理事）
・各部の平成 27 年度事業報告がすべて承認され、平成 28 年度定時総会での審議事項とする。
3. 平成 27 年度収支決算報告について（杉山理事）
・次回理事会での持越し審議とする。
4. 感謝状表彰について（吉本副会長）
・候補者として北川 篤氏（多根記念眼科病院）、森 啓悟氏（大阪府済生会野江病院）が提案され、
審議の結果、承認された。表彰は平成 28 年度定時総会で執り行う。
5. 大臨技学術大会実行委員の公募について（竹浦会長）
・大臨技学術大会実行委員の公募に対し、11 名の会員より応募があり各々の企画案が提出された。
・大会内容等について検討した結果、応募者の今後の関わりについては、6 月頃を目途に決めるこ
ととした。
6. その他
1）JICA からの協力要請について
JICA ボランティアとしてサモア滞在中の大臨技会員である中島康仁氏（元 松下記念病院勤
務）より採血台提供の依頼があったため、会員に所属施設からの提供を呼びかけることとした。
以上
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