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（公社）茨城県臨床検査技師会 

平成 30年度 第 4回 理事会 議事録 

 

日 時：平成 30年 10月 20日（土） 13時 00分～15時 00分 

場 所：茨城県総合福祉会館 多目的ホール 

出席者：池澤 剛、川﨑 智章、石川 真由美、大塚 光一、田中 剛志、八杉 晃則、 

岡野 直樹、福嶋 陽子、山本 隆之、古屋 周一郎、五十嵐 健一、新発田 雅晴、 

赤津 義文、本間 恵美子、馬場 由美子、篠崎 一也、鈴木 靖子（監事） 

欠席者：根本 誠一、井出 義子、小薗井 健（監事） 

書 記：福嶋 陽子、齋藤 由美子 

１ 定款により理事会成立を宣した。 

２ 会長挨拶  

３ １）配布資料等の確認 

２）前回議事録確認 

     平成 30年度第 3回議事録：承認された。 

  ３）議事録署名人 

     馬場理事、五十嵐理事を指名し承認された。 

４ 経過報告 

１）日臨技および関甲信支部関連、1都 8県会長会議関連 

特になし 

 

２）総務局報告（資料 4-1 大塚総務局長）  

1) 日臨技および関甲信支部関連 

① 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会促進のお知らせ 日臨技 （9/3） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

② 平成 30年度日臨技首都圏支部・関甲信支部合同、第 21回輸血検査研修会の 

お知らせ  日臨技首都圏支部 （9/9） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

③ 平成 30年度精度保証施設認証申請について 日臨技 （9/14） 

⇒メーリングリスト展開済、定期発送済 

④ 支部学会の事前参加登録促進のお願い 関甲信支部・首都圏支部学会事務局 （9/24） 

⇒メーリングリスト展開済 

⑤ 支部学会の事前参加登録延長について 関甲信支部・首都圏支部学会事務局 （10/1） 

事前参加登録締切りを 9月 30日（日）から 10月 5日（金）までに延長 

⇒メーリングリスト展開済 

⑥ 第 31回関甲信・首都圏支部微生物分野研修会のお知らせ 日臨技関甲信支部 （10/1） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済、定期発送済 

⑦ 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会促進のお知らせ 日臨技 （10/1） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 
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⑧ 日臨技災害時支援対策マニュアルに基づく災害連絡責任者の確認について  

                            日臨技 （10/12） 

⇒川﨑副会長（継続） 

⑨ 日臨技首都圏支部・関甲信支部第 20回遺伝子・染色体セミナーのお知らせ 

                 日臨技首都圏支部・関甲信支部 （10/15） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

              

2)  他団体関連 

① 平成 30年度結核予防週間の実施について 県保健福祉部 （9/5） 

⇒理事メール展開済 

② 平成 30年度医療連携セミナーのお知らせ 茨城県病院協会 （9/14） 

10月 13日（土）午後 3時～  水戸市 三の丸ホテル 

⇒川﨑副会長、大塚総務局長が出席 

③ 血液担当者向けレベルアップ研修会（10月 28日）共催のお願い 

                つくば臨床検査教育・研究センター （9/14） 

⇒承認、HP掲載済 

④ 平成 30年国民健康・栄養調査員の身体状況調査実施に係る調査員の推薦依頼 

県保健福祉部 （9/20） 

⇒5会場、7名を推薦 

11月 29日（木）見和市民センター（水戸） 藤沼紀仁 

11月  6日（火）城ノ内コミュニティセンター（龍ヶ崎） 井出義子、冨山有希奈 

11月 20日（火）岡見会館（牛久） 大塚光一、梅林直美 

11月 15日（木）古徳公民館（常陸大宮） 石川真由美 

11月  9日（金）鉾田保健所（鉾田） 高柳美伊子 

⑤ 第 28回茨城がん学会の後援依頼 県保健福祉部 （9/20） 

平成 31年 1月 27日（日）、茨城県メディカルセンター、茨城県医師会 

⇒承認 

⑥ 平成 30年度茨城県緩和ケア研修会の周知のお願い  茨城県保健福祉部 （9/20） 

平成 30年 10月～平成 31年 3月 e-learning 及び集合研修（計 5回） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

⑦ 学会インフォメーション広報のお願い 関甲信支部・首都圏支部学会事務局 （9/25） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

⑧ 平成 30年度茨城県医療安全研修会の後援依頼 茨城県保健福祉部 （9/27） 

12月 2日（日） 茨城県立県民文化センター 

⇒承認 

⑨ 平成 30年度茨城県表彰式の開催について 茨城県 （10/3） 

11月 13日（火）10:30～12:40  茨城県庁舎 

⇒池澤会長 出席予定 

⑩ 読影の補助夜間基礎講習会のお知らせ 茨城県診療放射線技師会 （10/10） 
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⇒HP掲載済 

⑪ 「子どもを守ろうオレンジリボンたすきリレー2018」にかかる協力依頼について 

                  茨城県社会福祉協議会 （10/12） 

⇒理事メール展開済 

 

3)  総務局業務報告    

① パート給料（8月分）2名分の支払い伺い 事務局 （9/6） 

齋藤 61,840円、森島 60,720円  合計 122,560円 

⇒承認、支払い済 

② ホームページ常時 SSL化導入の検討依頼 HP制作会社 one and only （9/10） 

2018年の 7 月より SSLを導入していないサイトでは警告表示が出る 

SSL導入初期費用及びホームページ URL変更費用 合計 29,160円 

⇒3役展開にて承認、9月 20日導入済 

   SSLの導入に伴い URLの先頭が「https」となった。 

③ 後納郵便物集荷についての変更のお知らせ 水戸中央郵便局 （9/10） 

福祉会館への郵便物集荷は廃止し、団体ごとに専用ケースに郵便物を入れて投函 

（定期発送のような大量郵便物の場合は、電話での集荷依頼が可能） 

⇒利用申請書提出 

④ 骨密度測定機器の借用申請 高萩それいゆ病院（9/1） 

平成 31年 4 月 21日 病院祭 

⇒使用方法を学ぶようお願いし承認、その後依頼者より申請の取り消し 

⑤ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （9/11） 

9月分 5,000円 

⇒承認、支払い済 

⑥ 体成分測定機器の借用申請 高萩協同病院 （9/14） 

10月 18日～22日 病院祭 

⇒承認 

⑦ 総合福祉会館第 2駐車場の変更及び調整会議の実施について  

茨城県社会福祉協議会 （9/20） 

         ⇒理事メール展開済 

⑧ ゆうメール後納郵便料及び仕分けガイドブック追録の支払い伺い 事務局 （9/21） 

ゆうメール後納郵便料(8月分) 47,285円 

仕分けガイドブック追録（56・57号） 6,825円  合計 54,110円 

⇒承認、支払い済 

⑨ 総合福祉会館の代替駐車場について 茨城県社会福祉協議会 （9/15） 

駐車台数 90 台程度、総合福祉会館からの距離 700m弱（8～9分） 

⇒理事メール展開済 

⑩ 定款・諸規定集印刷代、トナーカートリッジ代、税理士顧問料の支払い伺い 

                           事務局 （9/28） 
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定款・諸規定集印刷代 48,600円 

プリンター用トナーカートリッジ代 14,169円 

税理士顧問料（7月～9月分） 97,200円      合計 159,969円 

振込料 648円（216円×3） 

⇒承認 

⑪ つくば国際会議場使用料金残金（50％）の支払い伺い 事務局 （10/9） 

58,810円+振込料 216円 合計 60,026円（全国検査と健康展＆臨床検査フェア） 

⇒承認、支払い済 

⑫ パート給料（9月分）の支払い伺い 事務局 （10/10） 

齋藤 58,400円 森島 40,940円  合計 99,340円 

⇒承認、支払い済 

⑬ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （10/10） 

10月分 5,000円 

⇒承認、支払い済 

⑭ 印刷機ホームランド TD300修理伺い 事務局 （10/11） 

⇒見積もり請求（東芝テック） 21,600円 

⇒承認 

⑮ 印刷機ホームランド TD300用マスターとインクの購入伺い 事務局 （10/15） 

マスター  A3サイズ（2本入り） 1箱 18,684円 

インキ 1,000㎖（5本入り） 1箱 16,200円 

⇒承認 

⑯ コピー用紙、カラー用紙、ホチキス針購入伺い 事務局 （10/15） 

A4コピー用紙 2500枚×5箱 6,500円程 

B4カラー用紙 1000枚 2,000円程 

ホチキス針 1000本入り×20箱 2,000円程 

⇒承認 

4) 総務局・三役間等確認事項及び 3役会討議事項 

① 茨城県臨床検査技師会行事予定表についての再確認 

⇒ホームページに掲載し、各施設への配布も行う 

② 各分野員に配布した PCに対するウイルス対策について 田中総務局次長 （9/20） 

⇒AVG等のフリーソフトを使用してみてはどうか？（理事会に提起） 

③ 定款・諸規定のホームページアップ完了 総務局 （9/20） 

ホームページには「パートタイム労働者就業規則」と「寄付金取扱い規定」が掲載さ

れているが、今回作成した冊子にないため次回の冊子作成時に盛り込む 

④ 平成 30年度災害派遣技師研修会について  日臨技 （10/1） 

日時 12月 14日（金）13時 30分～18時、12月 15日（土）9時～12時 30分 

場所 日本臨床検査技師会館 ３階 第一会議室 

⇒田中総務局次長出席 

⑤ 茨臨技災害時支援マニュアル（素案） 川﨑副会長 （10/2） 
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⇒検討中（日臨技のマニュアルをもとに素案を作成中） 

⑥ 全国検査と健康展＆臨床検査フェアについて 石川副会長 

講師：筑波メディカルセンター病院  田中久美 看護副部長 

     「認知症について」～心配なことはありませんか？～ 

広報：ちらし 5,000枚、パネル 3枚、常陽リビング掲載 

理事メールにてスタッフを募集（40名程度） 

当日ＳＴＡＦＦ弁当 500円くらいで準備予定 

ヨガマット レンタル準備中（36枚） 

東洋羽毛・乳癌下着 内田まりこさんと連絡打ち合わせ実施済 

⑦ 古河ふれあい広場イベント  石川副会長 

9月 22日（土） スタッフ 5名 骨密度測定 

来場者 202名  

⑧ 健康づくり推進事業功労者表彰 推薦 

・知事賞     川﨑智章氏、福嶋陽子氏 

     ・健康福祉部長賞 田中剛志氏 

推薦書提出完了、県庁担当者との内容添削を受け手続き完了 

⑨ 他職種連携の為の臨床検査技師能力開発講習会 （12/8～9） 

講師：病院薬剤師会・臨床工学技士会・看護協会に依頼実施 

 

   5) 公益法人関連 

① 法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入り検査の実施について 

検査実施日時 平成 30年 11月 30日（金） 9時 30分～16時 30分 

検査実施場所 茨城県臨床検査技師会事務所 

 

6) その他 

① 茨城県保健福祉部疾病対策課の平成 30 年度茨城県がん検診推進強化月間（10 月）の

後援承認に伴い、ポスターやのぼり旗が配布された。11月の全国検査と健康展・臨床

検査フェアにて活用の予定。 

② 2018年度生活保障プランナー養成講座開催のお知らせ 全労災 （9/17） 

⇒理事メールに展開 

③ 大規模災害対応に対するご報告とお願い 全労済 （9/28） 

⇒理事メール展開済 

④ 全労済水戸支所 4地区合同 秋季地区運営委員会開催のお知らせ 全労済 （10/12） 

11月 19日（月）16時～  水戸市三の丸ホテル 

⇒川﨑副会長 出席 

 

３）庶務部報告(資料 5-1 福嶋理事、山本理事) 

① 会員数 1,258名（平成 30年 9月 30日現在） 

【内訳】  継続     1,256名 
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        新入会・転入    2名 

        退会・転出        3名 

         （計）     1,258名 

② 新・再入会者 2名（平成 30年 9月 1日から平成 30年 9月 30日現在） 

     南西地区      2名 

         

   ＊議案審議事項とする。 

③ 茨臨技ホームページ掲載の会員名簿を作成中 

  時間を要する 

④ 会誌 96号 12月 15日 発行予定 

 

４）会計部報告（資料 6-1 八杉会計部長） 

    茨臨技の預金通帳全てを回覧 ⇒ 全員閲覧 

① 平成 30年度収支中間報告（平成 30年 8月 31日現在） 

収入合計 9,987,082円 

支出合計 6,006,338円 

差引残高 3,980,744円 

 

５）学術研究部報告（資料 7-1 古屋理事、五十嵐理事、新発田理事） 

① 学術研究部報告 

② 平成 30年度精度管理調査 進捗状況報告 

    10/20 回答締め切り  

  11/30 登録衛生検査所報告書提出締め切り 

・参加費 10/5までに全ての施設が入金完了 

・トラブル・クレーム 

 システム上の試料番号と実際の試料番号が合わない(一般) 

 試料に番号が、記載されていない(病理) 

 システム設定ミスにより解答欄が表示されない(微生物) 

 設問の「㎝」を「mm」のと表記してしまった（生理） 

  不適切問題として処理 

 マスター設定の不備により回答が選択できない(臨床化学) 

・報告書 

 法改正に伴い分野の表記を変更予定 

  臨床化学     ⇒ 生化学的検査 

  免疫血清検査   ⇒ 免疫血清学検査 

  血液検査     ⇒ 血液学的検査 

  尿一般検査    ⇒ 尿・糞便等一般検査 

  微生物検査    ⇒ 微生物学検査 

  輸血検査     ⇒ 免疫血液学検査 
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  病理検査     ⇒ 病理学的検査 

平成 31年 2 月予定 

問合せがある要綱・参加証・報告書の印刷手順をホームページに掲載する 

③技師会所有の PCへのウイルスソフト導入について 

・分野へ配布したPCへのウイルスソフトインストールについて要望を受けた(9/9学術会議) 

事務所分を含め 10ライセンスの法人契約の見積もりを取得 

                 商品名      ライセンス数  年数     金額 

        ウイルスバスター          3年   \149,040 

                カスペルスキー           3年   \141,588 

      ＊議案審議事項とする。 

 

６）渉外公益事業部報告（資料 8-1 赤津理事） 

① 古河ふれあい広場 2018 

日時：9月 22日（土） 

場所：古河ネーブルパーク 

スタッフ：5名 

来場者 骨密度検査: 202名 

② 全国検査と健康展 in Ibaraki＆第 6回いばらき臨床検査フェア 

日時：11月 11日（日） 

場所：つくば国際会議場 

10/20 現在 協力スタッフ 33名              

            

７）各地区報告 

         特になし 

 

８）各種委員会報告 

         特になし 

 

５ 議題および周知事項 

１) 新入会・再入会会員について（資料 5-1 山本理事） 

   南西地区 2名の会員について 

   ⇒ 入会 2名が承認された 

２）ウイルスソフトの導入について 

無料のウイルスソフト AVGで対応する 

 

６ その他 

１) 第 39回茨城県臨床検査学会の進捗状況 

     学会長 南木 融(筑波大学附属病院) 

     開催日時:2019年 11月 10日（日） 
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     場所：つくば国際会議場 or茨城県総合福祉会館 

  ２) 次回理事会 12月 15日 大掃除・三役会・理事会 

      忘年会 幹事 北東地区理事 新発田・岡野 

  ３) 互助費 10,600円  庶務へ引き継ぐ 

 

 

 

議事録署名人 池澤 剛 

馬場 由美子 

五十嵐 健一 

監事 鈴木 靖子 

 

                                     


