第２回理事会議事録
開催日：平成 27 年 6 月 7 日（日）
時 間：10:00～12:00
場 所：兵臨技 研修センター
出席者：中町、真田、松田、井垣、綿貫、山中、佐藤、竹川、渡辺、鳥居、藤井、内川、
衣笠、渋谷、中島、小西、池本、藤原
監事：向井、近藤

参与：富永

欠席者：坂本、浜上
・ 現在の理事数 20 名
・ 理事 18 名の出席により会議は有効裡に開催された。
・ 議事録署名人の選出：中町会長、近藤監事を選出した。

議題
・ 日臨技・近臨技報告
・ 各部局報告
・ 審議事項

報告と審議内容
1.会長報告
日臨技・近臨技報告
中町会長より日臨技・近臨技報告があった。
【報告事項】
1. 日臨技関連
1)日臨技総会は含め過半数を超えたが、2/3 には達せず総会は成立したが、定款の改訂には至ら
なかった。
2)日臨技近畿支部枠の日本臨床検査医学近畿支部幹事に中町が推薦された。
2. プライマリーケア協議会報告
10 月 25 日（日） 医師会認知症研修会
11 月 29 日（日） プライマリーケア協議会研修会
テーマ 在宅ケアと今後の課題 （他職種の関わり）
各団体が口頭またはポスター発表する。
次回（7 月 23 日までに演題名等を送付）

2.各部局報告
【報告事項】
＜事務局＞
1．地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則
第三十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修について→ホームページアップ
(4/23）
2．臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める生理学
的件さ及び採血に関する科目の一部を改正する件について→ホームページアップ(4/23）
3．第 15 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議へのご協力→広報協力（チラシ、ホームページア
ップ 5/26）9 月 12 日（土）・13 日（日）に 2 日間、神戸国際展示場
4．日臨技総会の成立および議決権行使の促進に関するご協力について（お願い）→ホームページア
ップ（5/1)
5．都道府県技師会専用サイト新会員管理システムの運用について→理事へメール
6．日臨技よりの会費の送金
7．「第 49 回日本作業療法学会」レセプションへの出席について（6/20)→中町会長出席
8．6 月 1 日がんサミットの開催について→ホームページアップ（5/12）
9．総会の成立及び議決権行使の促進に関するご協力について→ホームページアップ（5/1)
10．公益法人の法人運営に関する説明会（5/22）→山中出席
11．糖尿病ステップアップセミナー2015（7/5)への後援名義使用の承認について→後援承認、定期
便ホームページアップ（5/26)
12．メディカルジャパン 2016.2.16 後援について→後援承認
13．春の叙勲受賞 岡治 義彦様
14．日臨技より平成 27 年度助成金について通知
15．H27 年度尼崎市衛生検査所精度管理専門委員の推薦について（兵庫県精度管理専門委員と兼務）
→中村 真佐徳様（県立がんセンター）
16．平成 27 年度 日臨技指定 近畿支部輸血検査研修会（10/10.11)→定期便、ホームページアップ
（6/2)

＜総務部＞
1.5 月 29 日現在の会員状況について報告があった。
2. 6 月 7 日(日)13 時 平成 27 年度定時総会
＜経理部＞
1.広告状況について説明があった。
2.予算管理月報、G 表について説明があった。
＜渉外部＞
報告事項なし

＜組織部＞
1. 平成 27 年度 第 33 回 西播地区研究発表会・第 5 回市民公開講座
日時：平成 27 年 7 月 5 日 10 時～15 時
場所 太子町立あすかホール １F 中ホール
2.第 1 回 西播地区グループ研修会
日時 平成 27 年 5 月 15 日
場所 太子町立文化会館 あすかホール２F 研修室
＜広報部＞
1.ホームページに新規および更新掲載しました(4.23-6.5)。
① 技師会関係
・組織運営規程（第３章地区委員会 第６条４）追加
・平成 26・27 年度役員名簿
・平成 27 年度日臨技定時総会 議決権行使のお願い
・平成 27 年度日臨技近畿支部臨床一般検査分野研修会開催案内
・平成 27 年度兵臨技定時総会議案書
・HYOGO ニュース・行事予定表（6 月号）
・平成 27 年度日臨技近畿支部指定輸血研修会開催案内
② 関係団体
・健康づくり審議会の公募委員の募集
・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する指定研
修
・臨床検査技師に関する法律規程に基づき厚生労働大臣が定める生理学的検査及び採血に関する
科目の一部改正する件
・がんサミットの案内・参加申込
・第 15 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2015 in KOBE
・糖尿病ステップアップセミナー2015
・日本糖尿病療養指導士の認定更新に関するお願い
2. HYOGO ニュース 6 月号編集委員会を開催しました（5.11）
。
＜学術部＞
1.兵庫県医学検査学会 6 月 28 日（日）10:00～丹波の森公苑 演題 10 題集まりました。
県学会の開催において、演題数の収集方法やメーカー協力など今後について話し合いがされた。
＜精度管理部＞
1.平成 27 年度兵庫県精度管理調査の進捗状況
H&T 社に昨年度の実施要項をもとに仮設定完了（仕様説明用）
。今年度の要項について各研究班
長と協議予定。
2.尼崎市より、精度管理専門委員の推薦依頼 中村 真佐徳様（県立がんセンター）

＜公益事業部＞
報告事項なし
【審議事項】
＜会長審議＞
1.プライマリーケア協議会研修会の演題
在宅医療への検査技師の関わり、簡易検査の安心度を検査技師の目線で語るなど
日程 11 月 29 日：坂本先生にお願いする方向で
＜事務局＞
1.役員候補者選出委員及び兵庫県功労賞・学術奨励賞委員について 10 名の方が承認された。
2.会員及び会費等の関する規程について 入会金 2,000 円など
公益社団法人になった際に規程に入れた経緯がある。兵臨技会員のみの方々を対象にすべて
であるため、日臨技会員は免除のコメントを追記して改定する方向で承認。
変更された文面をホームページ、定期発送に入れて各施設へ案内する。
3.事務員寸志について
事務所お盆休みについて 8 月 13、14 日をお休みとすることで承認。
寸志については例年通り。藤原さんについては勤務日数を考慮して決める。
4.兵庫県公衆衛生協会長表彰への推薦者を審議→表彰要領を添付して理事メール、推薦者候補のお
願い
＜総務部＞
1. 日臨技新システム事務メニュー
1）兵臨技会員のみのデータ移行について
約 600 名の氏名、住所、勤務先、免許書番号など約 20 項目の手入力が必要
アルバイト要員を採用する方向で進めるが、手順などをしっかり決めて移行しなければならない。
2）名簿の発行について
日臨技システムでは、
「非掲載」を希望できる入力箇所がない。今後、名簿の発行が必要か、個人
情報保護の関係から発行しない方向でいくべきかを議論。できればなくす方向が良いと思われる
が必要と思われる場合も多いので、今後も検討事項としていく。次回の理事会で再度審議する。
3）兵臨技会員の会員証の発行について
3 年前に発行し、追加の方々には発行しているが需要がなくなっている。一度リセットしたい。
日臨技だけ、兵臨技だけ、両方の会員が存在しており整理の必要があると考えられる。
日臨技システムに移行後、再考する。
＜広報部＞
1.学術情報 WEB 配信の進め方について
ビデオ編集ソフトウェアの選定、入手、使用方法伝達については担当者を決めて進めているが、
コンテンツ数拡大等は今後どのように進めていくか？

シスメックスから 9 月以降の継続は難しい。アンケートでは必要であるとの意見が多いが個人情
報や演者の理解を得られなければ継続は難しい。学術部でも相談し、現在の方法はやめて、WEB
の利用方法を考えていく。サテライトで遠方の場所で流すなどを再度検討する方向で進めていく。
＜精度管理部＞
1.平成 27 年度兵庫県精度管理調査の概要 （昨年度どおりで）
7 月下旬

兵庫県臨床検査技師会ホームページにサーベイ案内を掲載

7 月下旬

精度管理調査案内の発送

8 月末日

参加申し込み締め切り

11 月初旬

精度管理試料発送

11 月中旬

結果締め切り（10 日間）

12 月初旬

メール、ホームページにて正解を報告

1 月初旬

解析締め切り

2 月末

解析集、評価表発送

3月

精度管理報告会

※詳細については、研究班と協議

2.今年度から日臨技精度管理システム（JAMTQC）導入にあたり、以下の対応をどうするか。
・案内および操作説明：変更内容の案内は 7 月上旬、詳細については 7 月の定期発送とする。
参加費についても変更の可能性がある旨をお知らせする
・ホームページ（案内、正解、解析集）
・実施要項 ··· 分野毎の手引書（PDF）
：ホームページから
・解析集 ····· 自施設で総括統計、項目単位でグラフ化可、経年変化の出力可、ダンプリスト無
：医師会の了承を得る必要があるので今年度は変更できない、別途作業必要
・評価表 ····· 自施設で出力可（施設別報告書）
：日臨技様式
・参加証 ····· 自施設で出力可、公印設定 50,000 円要（初回のみ）
・参加料 ····· 単純合算または上限金額設定 金額設定が難しい（値上がりする可能性）
3.JAMTQC 事業管理者用のログイン権限者
・JAMTQC における兵庫県精度管理調査用サイトの設定及び変更
内川昭文、浜上明久、竹川啓史（精度管理事業部）
芝原裕和、狩野春艶、大沼健一郎、千田園子、直本拓己、川村道広、坊池義浩（各研究班長）
＜経理部・渉外部・学術部・組織部・公益事業部・その他＞
審議事項なし

