公益社団法人大阪府臨床検査技師会
平成 28 年度第 5 回（8 月）理事会議事録
◇ 日

時： 平成 28 年 8 月 10 日（水）午後 7 時 00 分～8 時 30 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、髙田、田畑、井戸田、酒井、杉山、清水、増田、山西、山田、久保田、
梶、上田、井口、安保、岡本、柴幹事、荒木監事、事務（出口）
◇ 欠席者： 出野
◇ 議

長： 竹浦

【 討議内容 】
Ⅰ．行動報告（7 月分）
別紙参照
Ⅱ．経過報告
1. 日臨技
理事会報告（開催日時：8 月 7 日（日）10 時～12 時）
1）支部監事が青森（斎藤氏）
、山形（居鶴氏）
、福島（柴田氏）
、栃木（内田氏）で変更になった。
2）各関連団体へ派遣をした。
3）平成 28 年度日韓交流功労者として朴 再圭（ﾊﾟｸ･ｼﾞｪｷﾞｭ）氏を表彰することになった。
4）代表理事に横地常広氏が追加選任された。
5）副会長に横地常広氏が追加選任された。
6）代表理事の会長職務代行について横地副会長、長沢副会長、椙山副会長の順で代行する。
7）宮島氏をこの法人の主たる事務所を勤務場所とする役員から解除する。
8）常勤の横地常広副会長の報酬を専務理事と同じにする。
9）代表理事が複数になったことから公印の変更を行った。
10）平成 28・29 年度委員会の設置および委員の任命を行った。
11）平成 28 年度新入会・再入会の入会並びに退会者を認めた。
12）3 ヵ年事業として取り組んでいる「検査説明」は今年度で終了する。続ける必要がある都道
府県技師会は各技師会で行ってもらう。
2. 事務局
〈総務部〉7 月 20 日（水）に部会を開催した。
・法人設立 30 周年・技師会創立 65 周年記念事業について協議した。
・大臨技ホームページの更新について検討した。
・
「大臨技会報（通巻第 202 号）」の発行について検討した。
・大臨技ニュース 7 月号を発行した。
・大臨技ニュース作成・発行における作業方法について検討した。
・大臨技ホームページを随時更新した。
〈会計部〉7 月 20 日（水）に部会を開催した。
・6 月度収支計算書を作成した。
・7 月分事務員給与を送金した。
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〈渉外部〉7 月 19 日（火）に部会を開催した。
・手話講演会の事業報告を行った。
（参加者：会員 14 名、学生 75 名、府民 14 名、計 103 名）
・大臨技・大放技合同フォーラム委員会の開催日について調整を行った。
・献血推進活動について説明を行った。
・全国検査と健康展について討議した。
・平成 28 年度がん予防フォーラムの開催日および会場について説明を行った。
3. 事業局
〈情報組織部〉7 月 15 日（金）に部会を開催した。
・技師長会（平成 29 年 2 月開催予定）の内容について討議した。
〈地区事業部〉7 月 21 日（木）に部会を開催した。
・検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会について
平成 28 年 9 月 24 日（土）
・25 日（日）
、ホテル NCB（中之島センタービル）、参加人数 64
名。大臨技ニュース 8 月号に案内を掲載すると共に、施設長宛に案内状・実施要項・カリキ
ュラム・受講承諾書申込用紙を送付する。
・会員交流会の日程（10 月 22 日（土）もしくは 29 日（土）
）および場所について検討した。
〈学術部〉部会開催なし
Ⅲ．報告事項
1. 大阪府知事表彰について（吉本副会長）
・大阪府より臨床衛生検査業務功労者知事表彰候補者の推薦依頼に対し、7 名を推薦し全員表彰さ
れることとなった。
・表彰式は、法人設立 30 周年・技師会創立 65 周年記念式典で執り行われる。
2. 第 32 回世界医学検査学会におけるシニアカメラマンのボランティア募集について（竹浦会長）
・日臨技より第 32 回世界医学検査学会におけるシニアカメラマンのボランティア募集の依頼があ
り、当会から宮野元理事を推薦することとした。
3. 大阪府からの CRC 養成研修者の募集について（吉本副会長）
・大阪府より CRC 養成研修の受講生募集についての広報依頼があり、昨年と同様に大臨技ニュー
ス 9 月号と大臨技ホームページに掲載することとした。
4. その他
1）
「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」について（田畑常務理事）
・定員 64 名のところ現在 60 名の申込がある。
・日臨技の 3 ヵ年計画の事業であったため日臨技事業としは今年後で終了する。今後の開催が必
要であれば各都道府県技師会において開催することとなった。
2）公益社団法人認定後第 1 回目の立入検査が、大阪府法務局により平成 29 年 1 月 26 日（木）に
実施される。
（杉山理事）
3）検査と健康展について（清水理事）
・8 月 8 日（月）に、吉本副会長、清水理事および前 MBS プロデューサーの伊東氏、MBS 営業
部次長の大月氏とで検査と健康展における会場設営や参加者の誘導等について打ち合せを行
った。
4）事前参加申込がある研修会の広報を依頼する際には、申込期限を考慮して依頼するように徹底
すること。
（山田理事）
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5）日臨技理事会報告について（竹浦会長）
・宮島会長の参議院議員就任に伴い、専務理事の横地氏が副会長となり会長職務の代行をする。
・年会費の入金確認・処理の迅速化を目的に、みずほファクターの代金回収サービスを年内から
導入する。
Ⅳ．議

題

1. 大臨技医学検査学会運営委員会について（井戸田常務理事）
・第 5 回運営委員会開催：7 月 26 日（火）19：00～21：00
・第 6 回運営委員会開催：8 月 4 日（木）19：00～21：00
・各学会企画の決定事項、検討課題について報告があった。
・運営責任者 8 名を決定し、演題募集等に JAMTIS を使用することに決定した。
・作成した学会ポスターについて意見をもらうこととした。
2. 「法人設立 30 周年・技師会創立 65 周年」記念事業について（酒井常務理事）
・8 月 2 日（火）にホテル大阪ベイタワーにてホテル担当者と打ち合わせを行った。
・検討・協議事項について報告があった。
・出席者へのお土産を決定した。
・杉山理事より予算について説明があった。
3. 会長賞について（竹浦会長）
・法人設立 30 周年・技師会創立 65 周年記念式典時に執り行う会長賞表彰式の授賞者を決定した。
4. 研修会参加者情報の取り扱いについて（竹浦会長）
・研修会の参加受付の際に独自の方法で受付を行っている部会があったため、今後はすべての研修
会において従来通り「行事参加者記入リスト」を使用しての受付をするように周知徹底すること
とした。
5. 大阪府からの推薦依頼について（吉本副会長）
・大阪府より、下記 2 件の候補者推薦依頼があった。
・
「第 45 回医療功労賞（国内部門）
」については、候補者がいる場合、8 月 20 日までに吉本副会長
へ連絡することとした。
・
「平成 28 年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰」については、髙田副会長と清水理
事を推薦することとした。
6. 大臨技への後援依頼について（吉本副会長）
・生物試料分析科学会近畿支部より、
「第 4 回近畿支部総会」の後援依頼があり承認された。
7. その他

なし
以上
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