第 6 回理事会議事録
開催日：平成 27 年 2 月 7 日（土）
時 間：13:00～15:00
場 所：兵臨技 研修センター
出席者：中町、真田、井垣、綿貫、山中、佐藤、竹川、渡辺、内川、坂本、藤井、渋谷、中島、
小西、衣笠、池本、藤原
監事：向井、近藤
参与：富永
欠席者：松田、浜上、鳥居
・ 現在の理事数 20 名
・ 理事 17 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、向井幹事を選出した。
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
【報告事項】
<会長報告>
1） 他団体からの派遣依頼について（抜粋）
・第 1 回関西イノベーション展 特別講演 2 月 5 日 場所：インテックス大阪
派遣：宮島会長
・第 29 回日本医学総会 2015 関西 2 月 10 日、11 日 場所：国立京都国際会館
派遣：宮島会長
2） 生涯教育推進助成金について
・目的 日臨技会員に対し、生涯教育を推進する上で重要となる在住地域での研修会等を
整備し活性化する。
・対象研修会 各都道府県技師会において年度内に企画運営される研修会のうち、日臨技生涯
教育制度の行事登録を開催 1 か月前に行い、生涯教育点数が付与され、担当理事が承
認した研修会を対象とする。
・助成金の交付額 1 研修につき定額 2 万円とし、会員参加者 1 名につき 500 円を乗じた額を
加算する。1 研修会につき参加者加算は 60 名まで、5 万円を限度とする。都道府県技
師会毎、最大 20 まで（最大 100 万円）を助成する。
3） 第 32 回 IFBLS 学会対応について
・皇室招請を宮内庁に打診する。

・IFBLS 本部に 30,000US ドルを学会開催後に支払う。
4） ASCP への短期留学制度設立に向けて制度創設について
毎年 2 名を 1～2 週間米国に留学させ、交通費のみ本人負担などを検討中。
5） 検体測定室に関する業務従事者研修会について
昨今の「検体測定室」を取り巻く環境を考慮し、当分の間、研修会を延期し募集掲載を見合
わせることとした。
6）検体採取に関する指定講習会について
・受講料を会員 1 万円、非会員 3 万円に変更した。
・バッジデザイン 最優秀賞 秋山 淳（国際親善総合病院）
キャッチフレーズ 最優秀賞 津金 雅之（飯田市立病院）
7）精度保証施設を病院機能評価項目および実施指導書に掲載する要望書を提出した。
8）JAMTQC システムについて
・SDI（相対評価）で ABCD 評価（絶対評価）がＡ評価であっても、3SDI 以上になる事例が発生
していることを受けて、目標値からのバイアス％評価機能を追加する。
9）平成 27 年度精度管理調査から、免疫血清項目として RF 定量を追加実施する。
10）和歌山県からの平成 28 年度近畿支部医学検査学会の会期変更願いは平成 28 年 5 月開催で
承認された。
11) 第 64 回医学検査学会の企画について
・パネルディスカッション（日本検査血液学共催） 末梢血標本における好中球細胞の新しい
判定基準について
・教育講演 術中モニタリング入門と応用 ―手術への臨床検査技師の関わり―
・精度保障セミナー 共有基準範囲を利用する
・シンポジウム 臨床検査技師が取り組む新たなチーム医療
・国際パネルディスカッション 国際交流フォーラム「臨床検査・技師の国際化を考える」
12）議案 1 日本栄養療法推進協議会に役員・評議員・専門委員を派遣する件
評議員

横地常弘、岡田茂治

基準策定委員会 宮島喜文
認定委員会

岡田茂治

以上の派遣が承認された。

13）
「医学検査」発行規程、同付属様式を改正する件
発行規程、同付属様式を見直し改正することが承認された。
14）JAMT 技術教本シリーズの編集部会担当理事を選任する件
担当理事を選任した。この担当理事は編集部会委員を選任し、編集部会の運営と教本の
編集発刊に関与することが承認された。
（20 冊）
15）IFBLS 学会実行委員会を改組する件
2014IFBLS 台湾学会組織やガイドラインを参考に、
2016IFBLS 神戸学会実行委員会としての資
料を改組し、必要な追加委嘱を行う。この実行委員会はいくつかのサブ Committee で構成さ
れるが、この中への委員追加についてはそれぞれの Chair が判断し、機動的に執行理事会承
認で行えるようにすることが承認された。
展示責任者：藤井理事
広報責任者：鳥居理事

16）総会における電磁的方法による議決を可能にする件
定款に定める議決方法のひとつである電磁的方法が平成 27 年度総会から可能になるように
開発に着手し、会員管理システムの担当者に委託発注することが承認された。
17）2 月 7 日第１回倫理委員会 開催、報告
出席者：中町、井垣、中島、山中、井本（外部委員）
内 容：委員長委嘱 井垣副会長
帳票類のひな型について審議
＜事務局＞
1）平成26年度日臨技近畿支部・臨床化学研修会開催案内→定期発送、HPアップ
2）臨床検査技師賠償責任保険のパンフレット及び加入依頼書→定期便
3）日臨技より賀詞交歓会等について(1/28)→中町会長
4）平成 27 年 兵庫県放射線技師会 賀詞交歓会のご案内(1/9)→松田副会長
5）兵庫県医師会新年祝賀会(1/10)及び 1.17 の集い→中町会長

6）輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について→HPアップ
（12/5)
7）日臨技からのお知らせ
①検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について
→日臨技HPアップ 平成26年12月3日(水) 午後3時
②第 5 回高度先端的医学セミナー『管理者向け：カプセル内視鏡読影支援に向けて』
→メール会員に送信
8）「兵庫県高齢者特別賞表彰」の潜在候補者の調査について →88 歳以上該当者なし
9） H26年度がん・生活習慣病講演会の広報について→HPアップ（12/10)
10）平成27年試験案内掲載のご依頼→HPアップ(12/7)
日本臨床検査医学会・日本臨床検査同学院共催 二級臨床検査士資格認定試験案内
日本臨床検査医学会・日本遺伝子分析科学同学院共催遺伝子分析科学認定士認定試験案内
11）第 64 回医学検査学会運営部会(佐賀)一般演題登録依頼→メール会員に送信
12）倫理委員会外部第三者委員
倫理委員会：神戸常盤大学保健科学部医療検査学科

教授 井本しおん様

COI 委員会：神戸常盤大学保健科学部医療検査学科 准教授 栗岡誠司様
第 1 回倫理委員会(2/7)
13）季刊誌ピペットの施設送付について→メール会員、理事にメール→5 施設より回答
（神戸大学医学部附属病院、兵庫医科大学病院、神鋼病院健診センター、公立八鹿病院、
神戸市立医療センンター中央市民病院）
14）日臨技より平成 27 年度会費について→兵臨技 5,000 円振込
15）第73回日本公衆衛生学会における演題発表者に対する助成等について→HPアップ(12/18)
16）地域医療シンポジウム2014 in ひょうご→HPアップ(12/19)
17）神戸市精度管理専門員会開催（1/16)→芝原裕和様
18）平成 27 年度「兵庫県功労者表彰」に係る候補者の推薦について→締切 1/6 該当者なし
次年度 金氏推薦

19）平成26年度新生児先天性代謝異常検査及び新生児聴覚検査医師等研修会の開催について
→HPアップ(12/22)
20）臨床検査・診断展→200 部、大きな施設に定期発送
21）医療機関における院内感染対策について→HPアップ(1/6)
22）東播磨地区新型インフルエンザ訓練（1/24)→HPアップ(1/14)、山中出席
23）福見秀雄賞及び小島三郎記念技術賞推薦依頼
小島三郎記念技術賞 神戸大学医学部附属病院 林伸英氏推薦
1/10常務理事会承認
24）来年度都道府県助成金事業について
25）院内感染対策のための指針案の送付及び院内感染対策に係る指導依頼について→HPアップ
(1/16)
26）輸血テクニカルセミナーの参加者募集のお知らせ→理事、坊池氏、メール会員へ広報
27）院内感染対策のための指針案の送付及び院内感染対策に係る指導依頼について
→HP アップ(1/16)、メール会員へ広報
28）兵庫県立病院臨床検査技師・衛生検査技師（非常勤）登録制度の案内送付について→HPア
ップ
(1/19)
29）血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（基本方針）第八
に定める血液製剤代替医薬品について→HP アップ(1/22)、坊池氏、メール会員へ広報
30）第 20 回国際結核セミナー・世界結核デー記念フォーラム・平成 26 年度全国結核対策推進
会議のお知らせ→HP アップ(1/27)
31）外部精度管理調査の受検について→HPアップ(1/28)
32）平成 27 年度 兵庫県予算編成に対する要望の回答と意見交換会のご案内→（3/17 日午後
申請 会長、副会長出席予定）
33）
メディカル ジャパン 2015 大阪開催、
後援団体専用ラウンジのお知らせ→HP アップ(1/28)、
理事へ広報
34）「会員行動規範」遵守の徹底について（周知）→HP アップ(1/29)
35）第 18 回 日本臨床脳神経外科学会→HP アップ(2/3)
36）国立国会図書館インターネット資料収集依頼（事務局資料 3）→承諾
＜総務部＞
１． 会員状況について
会員数

7/1

7/30

8/27

10/22

11/30

2/2

兵臨技+日臨技会員数

1518

1523

1543

1547

1548

1554

兵臨技のみ

636

641

628

622

602

595

会員数合計

2154

2164

2171

2169

2151

2149

2015 年 2 月 2 日現在、会費未納者も含む
内 会費未納者数
兵臨技+日臨技会員数

7/1

7/30

8/27

7

5

2

10/22
6

11/30

2/2

2

4

兵臨技のみ

116

114

107

93

24

会員数合計

123

119

109

99

26

施設数

27

会員数

神戸地区

128

862（+3）

阪神地区

54

456（-6）

丹但地区

15

東播地区

50

378（-1）

西播地区

45

354（+1）

県外

23

93

4（-1）

合計

292

2149（-2）

2. 名簿号発行について
1）名簿印刷 2200 部発注 （見積もり資料 1）
（会費納入会員 2126 名、賛助会員 64 社、事務員 2 名、予備 8 冊）
1 月定期便で各施設に名簿送付済み
3. 名簿号の修正について
【P47 県立加古川医療センター 田端 省三さん】 抜けていました。
お詫び文（資料 2）
、P47 差し替え、P44 地区（資料 4）
、P102 索引
4. 名刺交換会について
平成 27 年 1 月 10 日（土）兵臨技 研修センター 16 時より
出席者：賛助 21 社 55 人、会員 3 人、理事 15 人
＜経理部＞
1．広告状況

1/31 現在の報告 3 月号広告なし

2．予算管理月報告 1/31 現在に報告 精度管理 80 万円未入金
精度管理・学術の印刷物報告書（決算書）未提出

3．G 表についての報告
＜渉外部＞
特になし
＜組織部＞
1）第 3 回 西播地区施設責任者・施設連絡者会議
日時 平成 27 年 3 月中旬
場所 太子町立 あすかホール 2F 会議室
内容 西播地区研究発表会について
2）第 9 回 丹但地区学術組織合同研修会
日時 平成 27 年 2 月 28 日(土)
場所 和田山ジュピターホール研修室
3）東播地区施設責任者連絡者会議・第 3 回東播地区検査研修会
日時 平成 27 年 2 月 14 日（土）
場所 北播磨総合医療センター ２Ｆ 大会議室
------------------------------------------------------------常務理事会 1/10 審議済み
4）第 2 回東播地区ナイトセミナー
日時 平成 26 年 11 月 21 日（金） 18:30～20:00
場所 県立加古川医療センター 2 階講堂
内容 肝炎の気になる話題～肝線維化マーカーの有用性～
講師

坂井 礼 氏 シスメックス株式会社 免疫事業推進部

5)第 4 回西播地区グループ研修会
日時 平成 27 年 1 月 16 日（金） 18:30～
場所 太子町あすかホール
内容 「輸血の基本と緊急輸血への対応」
講師 原 邦雄 先生 和光純薬工業株式会社 臨薬営業部 学術部
6）第 9 回丹但地区学術組織合同研修会会場の変更
場所 朝来 梁瀬医療センター
〒669-5197 朝来市山東町矢名瀬町 900-1 TEL 079－676－3157
＜広報部＞
1）ホームページに新規および更新掲載しました(1.5-2.5)。
① 技師会関
・医療機関における院内感染対策について
・新型インフルエンザ対応訓練
・院内感染対策のための指針案
・兵庫県立病院臨床検査技師・衛生検査技師（非常勤）登録制度の案内
・血液製剤安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本方針
・平成 26 年度日臨技近畿支部臨床化学研修会募集終了のお知らせ
・HYOGO ニュース・行事予定表（2 月号）

・会員服務規律について
② 関係団体
・新型インフルエンザ対応訓練
・兵庫県在宅医療・介護フォーラム及び申込者
・第 20 回国際結核セミナーの案内
・外部精度管理調査受検の案内
・メディカルジャパン 2015 大阪の案内
・第 18 回日本臨床脳神経外科学会の案内
2）HYOGO ニュース 2 月号編集委員会を開催しました（1.13）
。
3）HYOGO JOURNAL 新年号は 2 月末には発行予定で現在校正中です。ご協力ありがとうございま
した。
＜学術部＞
1）各研究班に年度末にむけ、会計処理のお願いした。
2）学術奨励賞の推薦依頼いたしました。
3）日臨技からの助成金 20 研修会、100 万円送金いただきました。
＜精度管理事業部＞
1）血液ガス参加費返却について
丸山病院、神戸海星病院、県立リハビリテーション中央病院、県立リハビリテーション西播
磨病院の 4 施設に 12 月、参加費 3,000 円返却（振込み）
2）精度管理調査のスケジュール
・H 27 年 1 月 13 日(火)

解析締め切り、解析結果を精度管理部に提出

・ 〃

2 月 4 日（水）現在

解析集編集中（一部部門から未提出）

・ 〃

2 月下旬⇒ 3 月上旬

解析集、評価表発送

・ 〃

3 月 14 日(土）

精度管理検討会（県医師会館）

＜公益事業部＞
平成 26 年度 HIV・ＳＴＩ予防啓発キャンペーンの実施について
1）一般向け啓蒙活動
日 時：平成 26 年 12 月 1 日～5 日 9:00～20:00
会 場：イオンモール伊丹 1F エンターテイメントコート
予定 搬入：12 月 1 日 富永参与の車にて、富永、池本、西光
途中経過観察、池本理事。藤井理事
撤収：12 月 5 日 富永参与の車にて、富永、池本、坂本
事業報告書、決算書
2）高校生向け講演会
日時：平成 27 年 1 月 15 日（木）13 時〜15 時
会場：玉田学園 神戸常盤女子高等学校
講師：原田 佳世子 先生 （兵庫医科大学 産科婦人科学教室）

事業計画書、決算書
審議事項・決議事項
＜事務局＞
1）賛助会員会費・広告掲載のお願いについて
支払い期日 4 月末日 法人賛助会員へのお知らせする
案内を秋頃に出すほうが良いのではないか審議
HYOGO ジャーナルについても来年度についても年 1 回で進める方向となる
例年微生物受験者の投稿者による論文がなければ、不要かなど
2）主任事務員について
主任事務員として西光事務員を承認する
3）都道府県学会 開催日について
平成 27 年度の都道府県学会において、宮島会長が臨技法の一部改定に伴う今後の方針・方
向性について・・・講演の枠を設ける意向。（開催日時・会場等）
平成 27 年度 県学会は丹但地区との合同開催 数日候補日を出し、検討する
4） 追加審議
12/13、14 第１回検査説明の出来る検査技師の講習会開催 阪神地区兵庫医科大学
事業報告、決算報告、アンケート結果報告
今回の繰越金について、第 2、3 回開催時に持ち越すことで日臨技承認。
次年度西播地区や東播地区でも開催する計画を審議した。
＜総務部＞
1）総会の開催について
(1)臨時総会の案内：案内文に欠席の有無 一文追加する
議決権行使書
臨時総会議案質問票
臨時総会議案書：第 3 号議案 名誉会員の承認について 追加する
タイムスケジュール
総会口上 など審議
(2）講演会、研修会講師名称について審議
行事予定表など、従来は兵臨技以外の技師：先生、兵臨技技師：技師
先生で統一、所属を入れることで承認される
＜経理部＞
1） 平成 27 年度予算案・G 表について報告
渉外事業部
＜渉外部＞
1）第 42 回兵庫県医療職団体協議会合同研修会

日時：平成 27 年 3 月 15 日 (日) 13：00～16：30
会場：兵庫県看護協会会館
内容：認知症についての基調講演とパネルディスカッション
・事業計画案、予算書参照
・当日参加スタッフについて（5～6 名程度）
現在決まっている参加者：中町、坂本、渡辺
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～1/10 常務理事会にて審議済み
当日の理事の参加について募集された
＜組織部＞
1）第 9 回 丹但地区学術組織合同研修会 案内書
2）第 36 回丹但地区研修会打合せ （第 9 回 丹但地区学術組織合同研修会）
予算書、事業計画
＜広報部＞
特になし
＜学術部＞
1）来年度より、日臨技補助金が 2 万円＋500 円×60 人までと変更となるため、どのように補
助金研修会を選択するかについて、審議された。
＜精度管理事業部＞
1）平成 26 年度精度管理調査再測定について
2）解析委員、解析料について
（1）微生物研究班から解析委員 4 名追加の申し出
2014年度 精度管理解析・編集委員
部門
氏 名
微生物○
直本 拓己
微生物
竹川 啓史
微生物
幸福 知己
微生物
水阪 隆
微生物※
橘 美希
微生物※
鈴木 恵以子
微生物※
大石 博一
微生物※
小谷 美紗子
○印は班長、※追加委員

施 設
神戸大学医学部附属病院
神戸市立医療センター中央市民病院
住友病院
姫路聖マリア病院
兵庫県臨床検査研究所
神鋼病院
姫路赤十字病院
県立西宮病院

今年度については承認された。
来年度からについても、各班無駄のない人数で実施することを要望していく。
（2）解析料支給（2 月上旬）
7,000 円支給・・・研究班 35 名+4 名(追加)+精度管理事業部担当 3 名
3）日臨技精度管理システム導入について
（1）導入理由

解析者の負担軽減、
解析ソフトの更新における費用増大、
入力ミスの削減等を考慮し、
日臨技の精度管理システムを次年度から導入する。
（2）課題
・日臨技精度管理システムで処理できない部門（病理・細胞診等）への対応⇒USB 等を
利用
・県サーベイの独自性を検討⇒再測定、通知文等による標準化への取組みを継続
（3）サイムスケジュールの作成
・システム設計および設定について、各学術班と協議のうえ構築していく。
＜公益事業部＞
特になし

