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（公社）茨城県臨床検査技師会 

平成 30年度 第 5回 理事会 議事録 

 

日 時：平成 30年 12月 15日（土） 13時 00分～15時 30分 

場 所：茨城県総合福祉会館 小研修室 A 

出席者：池澤 剛、川﨑 智章、石川 真由美、大塚 光一、八杉 晃則、岡野 直樹、 

福嶋 陽子、井出 義子、古屋 周一郎、五十嵐 健一、赤津 義文、本間 恵美子、 

馬場 由美子、篠崎 一也、鈴木 靖子（監事）、小薗井 健（監事） 

欠席者：根本 誠一、田中 剛志、新発田 雅晴、山本 隆之 

書 記：森島 淳子、福嶋 陽子 

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 4回議事録：承認された。 

  ３）議事録署名人 

     赤津理事、本間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（池澤会長） 

①第 68回日本医学検査学会 一般演題締切日再延長のお知らせ 

 2018年 12月 25日（火）まで延長 

②2018年度首都圏支部・関甲信支部人材育成研修会 

 2019年 2月 2日（土）16:00～18:30 ホテルプラザ菜の花（千葉市） 

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 精度管理責任者育成講習会(eラーニング)開講および標準作業書、作業日誌または 

台帳関係「雛形」の開示について（お知らせ）  日臨技 （10/26）                

⇒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・関甲信支部生理検査研修会のお知らせ 

日臨技首都圏支部 （11/3） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

③ 平成 30年度日臨技初級・職能開発講習会開催通知 栃臨技（11/7） 

平成 31年 2月 16日（土）9：30～16：00 獨協医科大学病院 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

④ 衛生検査所指導要綱ついて 日臨技 （11/9） 

⇒メーリングリスト展開済 

⑤ 平成 30年度日臨技初級・職能開発講習会のご案内 埼臨技（11/9） 

平成 31年 1月 13日（土）9：00～16：00 さいたま赤十字病院 

⇒メーリングリスト展開済 
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⑥ 各賞受賞候補者の推薦について 日臨技 （11/12） 

⇒理事メール展開済、学術研究部展開済 

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 （11/12） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

⑧ 第 68回日本医学検査学会一般演題登録のお願い 学会事務局（11/12） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

⑨ 平成 31年度会費について 日臨技 （11/20） 

年会費 5,000円、茨臨技入会費・再入会費 

⇒日臨技事務メニューにて登録済 

⑩ 検体検査を委託または受託する場合の留意点について（自治体宛厚労省通知） 

日臨技 （11/30） 

⇒メーリングリスト展開済 

⑪ 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 （12/3） 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

⑫ 平成 30年度先駆的臨床検査技術研修会のお知らせ 日臨技 （12/4） 

第４回神経生理研修会 平成３１年 2月 16日～17日 日本臨床衛生検査技師会館 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

⑬ 日臨技臨床検査データ標準化事業体制の見直しについて 日臨技  

“全国規模での基幹施設ネットワークを一旦廃止し新たなサポート事業の構築へ” 

⇒メーリングリスト展開済、理事メール展開済、学術研究部展開済、HP掲載済 

              

2) 他団体関連 

① 平成 30年度茨城県医療安全研修会の開催について 県保健福祉部 （10/22） 

2018年 12月 2日（日）13:00～16:00 県民文化センター 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

② CoMSEP公開講座の後援依頼  CoMSEP事務局 （10/23） 

2019年 2月 3日（日）13時～17時 つくば国際会議場 

⇒承認 

③ CoMSEP公開講座のご案内  CoMSEP事務局 （11/16） 

2019年 2月 3日（日）午後 1時～5時 つくば国際会議場 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

④ 茨城介護ロボットフォーラムの開催について 茨城県福祉サービス振興会 （11/20） 

平成 30年 12月 21日（金）10時～16時 30分 つくば国際会議場 

⇒メーリングリスト展開済、HP掲載済 

⑤ 賀詞交歓会のご案内 茨城県医師会 （11/26） 

平成３１年 1月 11日（金） 午後 5時 30分 水戸プラザホテル 

⇒会長出席予定 
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3) 総務局業務報告 

① 総合福祉会館会議室使用料金の支払い伺い 事務局 （10/16） 

10/20(土)の理事会会場（多目的ホール）使用料金 1,570円 

⇒承認、支払い済 

② ヨガマットレンタル代、印刷機修理代、ゆうメールの支払い伺い 事務局（10/25） 

ヨガマットレンタル料金  17,132円 

印刷機ホームランドＴＤ300修理代金  21,600円 

ゆうメール後納郵便料金（9月分）  24,714円   合計 63,446円 

  ⇒承認、支払い済 

③ Ａ４フラットファイル購入伺い 事務局 （10/26） 

10冊入り 300円程度 

⇒承認、購入済 

④ 給料支払い証明書への会長印押印の伺い  事務局（10/30） 

森島淳子氏 238,850円（平成 30年 5月 1日～平成 30年 9月 30日分）  

⇒承認、押印済 

⑤ 技師会角２封筒の印刷発注の伺い 事務局（11/1） 

5,000枚、64,800円（高野高速印刷） 

⇒承認、発注済 

⑥ 全国検査と健康展＆臨床検査フェアのチラシ印刷代支払い伺い 事務局（11/12） 

チラシ印刷代（5,000円 ）58,320円、コピー料金 13,171円   合計 71,491円 

⇒承認、支払い済 

⑦ 茨城県臨床検査技師会 11月～1月行事予定表校正のお願い 事務局（11/5） 

⇒校正済 

⑧ 電池、ゴミ袋、付箋の購入伺い 事務局 （11/5） 

単 4電池 10本 1,000円程、ゴミ袋 100枚 800円程、付箋 400枚程 

⇒承認、購入済 

⑨ 年賀はがき 275枚購入伺い 事務局 （11/6） 

施設長宛 160枚、賛助会員宛 54枚、各県技師会 46枚、県関係団体 15枚 

⇒承認、購入済 

⑩ パート給料(10月分)支払い伺い 事務局 （11/8） 

齋藤由美子 67,280円 、森島淳子 55,660円  合計 122,940円 

⇒承認、支払い済 

⑪ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （11/12） 

11月分 5,000円 

⇒承認、支払い済 

⑫ 全国検査と健康展＆臨床検査フェアの広告掲載料支払い伺い 事務局（11/13） 

広告掲載料（常陽リビング） 137,700円 

⇒承認、支払い済 

⑬ 年賀はがき代金支払い伺い 事務局 （11/13） 
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年賀はがき 275枚 17,050円（62円×275枚） 

⇒承認、支払い済 

⑭ ゆうメール郵便料金、多目的ホール使用料金支払い伺い 事務局 （11/20） 

ゆうメール後納郵便料（10月分）30,942円、多目的ホール使用料 2,770円 

⇒承認、支払い済 

⑮ 総合福祉会館多目的ホール使用料金の支払い伺い 事務局 （11/27） 

多職種連携の為の臨床検査技師能力開発講習会（12/8・9） 16,990円 

⇒承認、支払い済 

⑯ 生理機能検査分野研修会共催申請 学術研究部 （11/28） 

第４回研修会にて日本光電との共催開催（講師料を日本光電が負担） 

⇒承認 

⑰ 県立入検査時の昼食代支払い伺い 事務局 （11/30） 

昼食代 8,789円（799円×11個） 

⇒承認、支払い済 

⑱ 総合福祉会場使用料支払い伺い 事務局（12/3） 

小研修室 A 第５回理事会（12/15） 1500円 

⇒承認、支払い済 

⑲ インキ・マスター代、追録代、印刷代等支払い伺い 事務局 （12/4） 

印刷機用インキ・マスター代 34,884円、追録代 60・61号実務 7,473円 

損金処理判断の手引き 6,402円、封筒印刷代 64,800円 

茨臨技会誌 96号印刷代 308,826円   合計 422,385円 

⇒承認、支払い済 

⑳ 通帳口座間の金銭移動伺い 事務局 （12/6） 

    口座 No.1126622(精度管理)の通帳から 500,000円を口座 No.1106687へ 

  ⇒承認 

 

   4) 総務局・三役間等確認事項 

① 県立ち入り検査報告について 

⇒口頭での指摘事項が 3点あった。その他、監査時での指摘事項が幾つかあった。 

  “立ち入り検査報告書”参照 

⇒立入検査の結果についての通知（12/5） 

「検査の結果、特段の問題は認められませんでした。」との通知があった。 

② 今後のスケジュールについて 

⇒2/16（土）；理事会⑥、臨床検査フォーラム 

4/7（日）；会計監査、理事会⑦ 

③ 2019年度県学会について 

⇒11月 19日、県学会準備委員会を開催した。（行動報告書参照） 

④ 災害時支援マニュアルについて 【川﨑副会長】 

⇒理事メールにて資料展開済 
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＊議案審議事項とする 

⑤ 学会運営内規変更について（提案）  【川﨑副会長】 

⇒学会参加費の変更を提案（資料参照） 

＊議案審議事項とする 

⑥ 全国検査と健康展報告【石川副会長】 

⇒来場者数は、市民受付 151名、市民公開講演 124名であった。 

今年は「もの忘れテスト」も加え、多くの市民に検査の提供と健康増進への関心を深め 

る活動となった。（報告書参照） 

⑦ 臨床検査フェア報告【石川副会長】 

⇒サブテーマを「認知症 正しく知ってお互い和やか」として、「全国検査と健康展」との 

共催にて実施した。（行動報告書参照） 

⑧ 「第 38回福見秀雄賞」、「第 54回小島三郎記念技術賞」の推薦依頼 

黒住医学研究振興財団 （12/5）  【石川副会長】 

⇒初代水戸塾塾長 山元隆氏を推薦する 

＊議案審議事項とする 

⑨ 「いばらき臨床検査フェア」の名前の存続について 【石川副会長】 

⇒いばらき臨床検査フェアと全国検査と健康展のイベント内容は、全く同一ではない。ま

た今後、全国検査と健康展の存続が保証されているものでもない。よって、いばらき臨床

検査フェア（名前）は存続させる。 

⑩ 平成 30年度多職種連携の為の臨床検査技師能力開発講習会報告 【石川副会長】 

⇒12月 8日、9日の 2日間、茨城県総合福祉会館多目的ホールにて開催した。受講者数は 

21名で、プログラム通り実施できた。（報告書参照） 

⑪ 会員名簿の作成と HP掲載について 

JAMTより抽出したデータを元に作成し、HPに掲載したらどうか 

⇒日臨技へ登録したデータを、本人の了承を得ずに茨臨技にて使用してよいのか？ 

 会員名簿として施設名と名前だけでよいのか？など、意見がまとまらず、継続課題 

となった。 

 

  5) 公益法人関連 

    特になし 

 

6) その他 

① マイカー共済精度改定に伴う研修会開催のご案内  全労災（10/31） 

⇒理事メール展開 

② 平成 30年度国民健康・栄養調査中止の連絡 保健所（県保健福祉部） 

中止；11月  9日（金）鉾田保健所（鉾田） 高柳美伊子 

11月 29日（木）見和市民センター（水戸） 藤沼紀仁 

⇒5会場 7名を予定していたが、3会場 5名の派遣となった。 

③ 第６９回千鳥會の案内状 茨城新聞社 （11/28） 
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平成３１年 1月 8日（火） 午前 11時 水戸プラザホテル 

⇒会長が出席予定 

 

３）庶務部報告(資料 5-1 福嶋理事) 

① 会員数 1,256名（平成 30年 11月 30日現在） 

【内訳】  継続     1,249名 

        新入会・転入    7名 

        退会・転出        0名 

         （計）     1,256名 

② 新・再入会者 7名（平成 30年 10月 1日から平成 30年 11月 30日現在） 

     北東地区      1名 

    南西地区      6名 

   ＊議案審議事項とする。 

③ 会報 78号 1月 15日 発行予定（井出理事） 

 

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 10月 31日現在） 

収入合計 10,646,118円 

支出合計  8,351,774円 

差引残高  2,294,344円 

     ② 全国「検査と健康展」＆臨床検査フェア 支出振分について 

        支出合計 764,974円 

             全国「検査と健康展」 638,085円（83.4％） 

             臨床検査フェア    126,889円（16.6％） 

     ③ 多職種連携の為の臨床検査技師育成講習会 決算について   

        支出 およそ 464,040円（イーアドバンス分請求書が未着のため未確定） 

 

５）学術研究部報告（資料 7-1 古屋理事、五十嵐理事、馬場理事） 

① 学術研究部報告 

   今年度研修会数は 30回へは届かない見込み 

② 平成 30年度精度管理調査 進捗状況と今後の予定 

     各分野報告書は修正完了 

   12/31全施設分報告締め切り 

  1/4～参加証の印刷可能 

  2/8～全施設報告書公開 

③ ウイルスソフト AVG導入について各分野へ周知 

   現在問合せ等はなく了承を得たものと考えている 

     ④ カラーレーザープリンター購入について提案 
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        各分野で行っていた研修会資料印刷を、技師会事務局で行うようにし 

学術部全体のコスト削減と分野員施設の負担軽減を図るため 

1.平成 30年度精度管理事業利益分にてカラーレーザープリンターを購入 

2.平成 30年度学術分野において研修会用に準備した配布資料（モノクロ 

 およびカラー）の枚数を調査 

3.コピー用紙およびインク代（+資料郵送料？）を平成 31年度公益事業として 

 事務所予算に計上 

4.平成 31年度より配布資料を事務所で一括印刷 

     ＊議案審議事項とする。 

      ⑤ 臨床検査フォーラム 

       尿検査をテーマに考えている 

       講演は筑波大学附属病院腎臓内科の先生に依頼をしているところ 

 

６）渉外公益事業部報告（資料 8-1 赤津理事） 

① 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 

  来場者：市民 151名 

            

７）各地区報告 

         特になし 

 

８）各種委員会報告 

         特になし 

 

  ９）県学会について準備委員会報告（古屋実行委員長） 

     会期；2019年 11月 10日（日） 

     会場；つくば国際会議場 

       ・「全国検査と健康展」との共催とする 

実行委員 

      学会長    南木 融 

      副学会長   福嶋 陽子 

      実行委員長  古屋 周一郎 

      副実行委員長 山本 隆之 

      事務局長   大塚 光一 

      事務局次長  五十嵐 健一 

      会計（２名） 八杉 晃則、岡野 直樹 

      記録     井出 義子 

      会場     篠崎 一也 
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      受付     本間 恵美子、馬場 由美子 

      アドバイザー 池澤会長、川﨑副会長、田中総務局次長、石島 道邦 

      ＊議案審議事項とする 

５ 議題および周知事項 

１) 災害支援マニュアルについて（川﨑副会長） 

   ⇒ マニュアルの運用が承認された 

２）学会運営内規変更について（川﨑副会長） 

   ⇒学会参加費と共同研究者の費用について、各理事の意見を参考に引き続き検討するとした 

３）「第 38回福見秀雄賞」、「第 54回小島三郎記念技術賞」の推薦について（石川副会長） 

   ⇒初代水戸塾塾長である山元隆氏の推薦が承認された。 

４）新入会・再入会会員について（資料 5-1 福嶋理事） 

   北東地区１名、南西地区 6名の会員について 

   ⇒ 入会 7名が承認された 

５）カラーレーザープリンター購入について（五十嵐理事） 

   ⇒ 購入が承認された 

６）県学会について（古屋実行委員長） 

     ⇒ 期日、会場、検査と健康展との共催、実行委員が承認された 

７）年会費の値上げについては今後も検討していく 

８）研修会で残った参加証（公印有）の取り扱いについて 

   残った参加証は事務局へ返却するルールだが、守られていない分野が多い。 

⇒実情を調査し、対応を検討するとした 

 

６ その他 

１) 県学会について（古屋実行委員長） 

   学会のテーマは、南木学会長より「こころ」が提案されている。本日の理事会終了後、第１

回実行委員会が開催される。テーマ、イベント内容について検討する。 

   

  

     

 

 

                              会長  池澤 剛 

                          議事録署名人  赤津 義文 

                                  本間 恵美子 

                              監事  鈴木 靖子 

                                  小薗井 健 

 

 


