平成 30 年度 第 7 回理事会議事録
開催日：平成 31 年 2 月 9 日（土）
時

間：10：00 ～ 13：15

場

所：兵臨技

研修センター

出席者：真田、綿貫、井垣、坂本、佐藤、山中、駒井、竹川、藤原、小松、渋谷、住ノ江、
南、井関、森、矢野、池本、内川、中町参与、春藤監事、中山監事
欠席者：松田、大﨑
・ 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：真田浩一、春藤監事を選出した。
議事録作成者：井垣
議題
Ⅰ会長報告と審議事項（報告者：真田会長）
1． 日臨技近畿支部関連
1) 平成 31 年 1 月 25 日（金）宮島よしふみ政経セミナー
情勢報告会・国会見学
賀詞交換会
2) 平成 31 年 1 月 26 日（土）全国幹事連絡会議
3) 平成 31 年 2 月 2 日（土）日臨技近畿支部幹事会
・2021 年 近畿学会：兵庫担当
・2022 年 全国学会・近畿学会：大阪担当
2. 兵臨技関連
1) 12 月 9 日（日）公益社団法人 日本オストミー協会兵庫県支部

下期中央講演会

出席(神戸市勤労会館）
「がんの早期発見・早期治療をめぐる話題～臨床検査技師の目線から～」について講
演実施
2) 12 月 16 日（日）プライマリケア協議会研修会（神戸市医師会館）出席
「POCT と SMBG～法改正
理出席
6) 1 月 12 日（土）～13 日（日）多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会出席
7) 1 月 22 日（火）子宮の日実行委員会

出席

8) 1 月 28 日（月）2018 年度プロモーション地区会

松田副会長、綿貫副会長出席

9) 1 月 29 日（火）兵臨技予算編成会議出席
10) 2 月 5 日（火）兵庫県プライマリケア協議会幹事会出席
11) 2 月 10 日（日）第 46 回兵庫県医療職団体協議会研修会

出席予定

12) 3 月 9 日（土）天皇陛下御在位三十年記念講
13) 3 月 14 日（木）兵庫県予算編成に対する要望の回答と意見交換会

出席予定

14) 3 月 17 日（日）歯科技工士会

宅見会長旭日双光章受章記念祝賀会

出席予定

【審議事項】
1. 子宮の日

参加者の選出

事業計画案と予算案の提示
→

承認された。
スタッフ：3/31（大丸神戸店）

真田、駒井

4/7（須磨パティオ） 真田、駒井、渋谷、南、綿貫、山中、
（坂本）、(松田)、小松（広報）
2． 平成 31 年度
→

検体採取技能取得講習会について

8 月 24～25 日が兵庫県の担当となる。実務責任者：松田
開催場所：大阪科学技術センター

3． プライマリケア協議会関連
→

チラシの配布など例年通りの参加について承認された。

4． 臨床検査技師連盟活動等について
→
Ⅱ

技師会も協力していく。

日臨技報告（報告者：綿貫副会長）

1．日臨技報告（1/25 日臨技理事会）
【精度管理】
2019 年度の日臨技精度管理調査に使用する試料の件、30 年度は、基本セット試料 4100
（100 増）、遺伝子（抗酸菌）試料 420（20 増）、その他試料は例年どおりとする。今
後日臨技と試料作製をお願いしていたメーカーが試料作製困難となり、他社との契約が
必要となった。
【学会運営】
日臨技医学検査学会開催地の件、本年第 68 回は山口県（593 演題）、第 69 回は福島県
主催、仙台市で開催、第 70 回は今回理事会で福岡に決定した。
【認定】
認定医療技術部門管理者制度の創設にあたり、大学とコラボし、e ラーニングなどを使
用し、修士取得を目標に検討中である（2020 入学予定）。
【出版】
5 年をめどに JAMT 技術教本を改訂する。今回は血液検査技術教本を改訂予定。
【組織強化】
・「定款」の改訂及び「会員及び会費等に関する規定」の改訂の件
・日臨技組織強化のため理事構成等の見直しについて（各県１名理事、会長推薦各地区
１名）
・１回の理事会（57 名）230 万円

通常の理事会 120 万円

・日臨技のみ会員の対応として、地臨技の会員をもって日臨技の会員とする（総会承認
後、本年 12 月１日施行予定）。
・現在の会員数 64500 名、2020 には 70,000 人目標とする。

・被災会員の件、7 月豪雨、台風 20、21 号で災害共済金および会費免除に関する細則に
より、12 月承認分、9 名承認した。
【その他】
・検体採取講習会、本年 12 月で終了。2019 年末で 43,146 名受講済。今年度は 26 回開
催（8,530 名募集予定）、近畿は 5 回開催予定。7/14-15、8/24-25（兵庫担当）、9/15-16
は決定 270 人規模、最終は 500 人規模。
・多職種連携研修会、名称変更「ベットサイド実践講習会」（仮称）
・新生涯教育制度支援、新人対象に e ラーニングなどを安価にするなど検討中
・日臨技助成金について、日臨技精度管理結果サポート事業助成（定額 4 万円及び日臨
技会員である参加者 1 名あたり 500 円、最高 60 名まで（最大７万円）を廃止する、他
は現状どおり行う。
Ⅲ

部局報告と審議

＜事務局＞（報告者：山中事務局長）
【報告事項】
1．会員の入会案内、HP から賠償責任保険削除
2．臨床検査技師学校養成所指定規則等の改正による新たな教育内容を受けて臨床検査技師
国家試験に合格した者に関する留意事項について→HP アップ（12/20）
3．「日臨技臨床検査データー標準化事業」体制の見直しについて
4．事務所負担軽減への協力について
5．4 月 9 日「子宮頸がんを予防する日」キャンペーン寄附のお願い→寄付はしない
6．平成 31 年度兵庫県健康財団がん研究奨励賞及び腎研究奨励賞に係る研究課題の募集
平成 31 年度兵庫県健康財団結核対策・研究奨励賞に係る課題の募集→HP アップ
（12/28）
7．日臨技 2018 年度プロモーション地区会開催案内→松田副会長、綿貫副会長
8．平成 29 年度中央区ボランティアに関する意識・活動調査報告書冊子→研修センター
9．平成 30 年度他団体との連携研修会について→HP アップ（1/4）
10．平成 31 年度都道府県技師会との関連事業について
11．日臨技より結核研究奨励賞の選考結果について→見送り
12．日臨技より会費送金
常務理事会承認（1/5）
13．自由民主党兵庫県支部より憲法改正の講演会のお知らせ→不参加
14．第 68 回日本医学検査学会 in 下関

A2 ポスター送付について→到着次第会員に配布

15．臨床検査技師が実施する生理学的検査について
16．注射用鉄剤の適正使用について
17．歯科技工士会

宅見満氏 旭日双光章受章記念祝賀会→真田会長

18．第 24 回～世界結核デー記念～国際結核セミナー平成 30 年度全国結核対策推進会議の
お知らせ→HP アップ(2/4)
19．日臨技より会費と生涯教育推進研修会助成金の送金
20．平成 31 年度兵庫県予算編成に対する要望の回答と意見交換会(3/14)→会長、副会長

21．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→HP アップ（2/7)
【審議事項】
1．第 57 回生理検査オープンカンファレンスのお知らせ（神戸市立医療センター西市民病
院）→案内しない。
常務理事会承認（1/5）
2．臨時総会議案書
→

学術部と精度管理事業部の一部修正することで承認された。

3．平成 31 年度
→

公益財団法人兵庫県健康財団会長表彰候補者の推薦について

承認された（反対 0）。

4．第 31 回兵庫県理学療法学術大会
→

後援名義使用許可願

承認された（反対 0）。

5．天皇陛下御在位三十年記念講演会開催自民党主催（3/9)
→

参加可能な理事は事務所に連絡する。

6．他府県入会会員が兵臨技に入会した場合、入会金、年会費の扱いは…
→

近畿内の府県ではその年度は不要

7．第 5 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会近畿支部学術集会 後援依頼
→

承認された（反対 0）。

8．HYOGO JOURNAL 発送について
→

業者による発送作業について了承された。

9．兵臨技

功労賞・学術奨励賞推薦委員会開催について

平成 31 年 3 月 21 日（木・祝）「臨時総会講演会」終了後の 15 時 30 分
→

承認された（反対 0）。

10．第 25 回阪神エコーレベルアップミーティング案内
→

一斉送信することで了承された。

＜総務部＞（報告者：駒井総務部長）
【報告事項】
1.会員数
平成 30 年度
会員数内訳

年会費入金内訳

会員数
継続
平成 27 年度末

2204

平成 28 年度末

2258

平成 29 年度末

2313

4 月 30 日

2285

2229

9 月 14 日

2361

2205

新規

兵臨技のみ

入金済
（送金待ち）

免除

未入金

526

2170（0）

18

16

56

405

2168（33）

9

108

156

402

2310(1)

12

39

12 月 7 日

2360

2192

168

399

2308（1）

15

37

12 月 27 日

2358

2188

170

398

2307（0）

15

36

2349↓

2176↓

173↑

398

2298（１）

16

35

2月7日

平成 30 年度
施設数
12 月 7 日

会員数
12 月 27 日

2 月６日

12 月 7 日

12 月 27 日

2月7日

神戸地区

123

123

125↑

943

943

939↓

阪神地区

61

61

61

489

489

489

丹担地区

16

16

16

105

104

104

東播地区

51

51

51

429

429

428↓

西播地区

45

45

45

387

386

383↓

その他

0

0

0

7

7

6

296

296

298↑

2360

2358

2349↓

合計

2. 新春セミナー・新年交流会について
・平成 31 年 1 月 5 日（土）15：00～18：00

貿易センタービル

事業報告書、決算書
【審議事項】
1. 臨時総会について
案内、委任状、タイムスケジュール、口上
→

承認された（反対 0）。

2. 表彰者への交通費について
→

今年度について承認された（反対 0）。

3. フォトサーベイ利用許可申請について
→

承認された（反対 0）。

4. 入会、退会
・賛助会員退会：株式会社 常光

今年度末で退会

・1 月の会員入会・退会者について
→

承認された(反対 0)。

＜経理部＞（報告者：竹川経理部長）
【報告事項】
1．広告状況について(2/6 現在)
2．予算管理月報について(1/31 現在)
3．G 表について(1/31 現在)

【審議事項】
１．平成 31 年度予算案について
→

承認された（反対 0）。

＜渉外部＞（報告者：南渉外部長）
【報告事項】
1. 会員からの質問と返答について
【審議事項】
1．「看護の日」イベント参加協力要請について
開催日時：2019 年 5 月 11 日（土）10：00～15：30（予定）
開催テーマ：「看護の日－看護の心をみんなの心に－」
開催場所：兵庫県看護協会会館
協力内容：頸動脈超音波測定（予定）
→

承認された。実務スタッフ：真田、山中、南、井垣、（松田）、（事務所）、広報

＜組織部＞（報告者

井関理事、住ノ江理事）

【報告事項】
1. 平成 30 年度

第 8 回西播地区研修会

平成 31 年 3 月 24 日
2．平成 30 年度

10：00～13：30

太子町あすかホール

研修室

第 4 回西播地区 地区会議

平成 31 年 3 月 27 日

18：30～20：30

太子町立施設

会議室

常務理事会承認（1/5）
【審議事項】
1. 第 40 回丹但地区研修会実行委員会
平成 31 年 2 月 9 日（土）15:00～

公立豊岡病院組合立朝来医療センター

事業計画・予算
→

承認された（反対 0）。

2. 第 13 回丹但地区学術組織合同研修会
平成 31 年 3 月 23 日（土）13：30～16：00

公立豊岡病院組合立朝来医療センター

事業計画 ・予算
→

承認された（反対 0）。

3. 第１回西播地区会議
平成 31 年 6 月 12 日（水）18：30～20：30

太子町立あすかホール

事業計画・予算
→

承認された（反対 0）。

4. 第 25 回兵庫県医学検査学会・第 37 回西播地区研究発表会
平成 31 年 7 月 28 日（日）
事業計画・予算

10:00～15:00

太子町立あすかホール

→

承認された（反対 0）。

5. 西播地区施設責任者施設連絡者会議
平成 31 年 8 月中旬

18：30～20：30

太子町立施設

事業計画・予算
→

承認された（反対 0）。

6. 第 24 回兵庫県医学検査学会・第 28 回東播地区研修会・施設連絡者会議
医学検査学会予算、東播地区研修会・施設連絡者会議予算
→

承認された（反対 0）。

＜広報部＞（報告者：小松広報部長）
【報告事項】
1．ホームページ（HP）に新規および更新掲載した。
1）技師会関係
・会員数・施設数（12/27 現在）
・平成 30 年度 第 6 回理事会議事録
・平成 30 年度 第 24 回兵庫県医学検査学会・第 28 回東播地区研修会併催について（案
内）
・平成 30 年度 賛助会員（1/20 現在）
・HYOGO ニュース・行事予定表（2 月号）
・平成 30 年度 丹但地区 兵臨技病理細胞サーベイ報告会の開催日程について（変更）
2）関係団体
・平成 30 年度 他団体との連携研修会について（案内）
2. HYOGO ニュース 2 月号編集会議／HYOGO JOURNAL 編集会議を開催した（1/10）。
3. HYOGO JOURNAL 新春号 2019 について
・2/5（火）校了。2/15（金）製版・印刷、2/20（火）納品・発行の予定
・HYOGO JOURNAL の部数について
現在会員数が、2349 名、未入金者 35 名(送付しない）、賛助会員 63 社

合

計 2376
国会図書館等に 7 冊必要のため、2400 冊とした。納品発送等の都合により
2 月 5 日(火)
会長決裁済み。
4.今後の取材予定
1）2/10 第 46 回医療職団体協議会（矢野理事）
2）2/16 第 24 回兵庫県医学検査学会・第 28 回東播地区研修会（小松理事）
3）3/21 臨時総会（小松理事）
【審議事項】
なし
＜学術部＞（報告者：藤原学術部長）
【報告事項】

1．多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会について（検査説明の後継事業）
実務委員の理事 10 名

申込者数（最終：31 名）

講習会無事終了（日臨技提出資料、決算書、報告書、兵庫県事業決算書）
参加者アンケート結果
2．兵庫県学会について
進捗状況報告（綿貫副会長）
3．日本医学検査学会（山口）
座長依頼についてメール送信（化学・輸血・生理・微生物の班長）(1/18 締切)
化学（渡邉班長）、微生物（奈須聖子会員）、輸血（広島国際大学の国分寺会員）、
生理（山本班長）
4．化学班の共催セミナーについて
共催ではなく後援で解決した。
記載は【後援

兵庫県技師会

生化学免疫班】となり、一部指摘を受けたがこ

こまでの経緯にかなり時間が経過しており、配布が遅れてしまっていたため、
さらに修正を依頼するには申し訳なく，このままとする。
5．学術奨励賞 2018 年度選考委員会の開催日時：3 月 21 日 臨時総会終了後
6．チーム医療実践セミナー

近畿支部からの連絡について

チーム医療の班長に転送した。
開催案内の方法など、今年の方法では参加者が少なかったので考えていきたい。
【審議事項】
1．多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会の次年度開催について
日程と場所の決定

→

内容を承認の可否の形まで詰めて再提出する。

2．兵庫県医学検査学会の今後の開催について
東播地区、西播地区、丹但地区、阪神地区
2004 年度（兵庫医大 6 月）、2005 年度（明石 6 月）、2006 年度（丹但合同 6 月）
2007 年度（西播合同 7 月）、2008 年度（近畿学会＋兵庫医療大学 10 月）
2009 年度（東播合同 6 月）、2010 年度（日本医学検査学会 5 月、丹但合同 6 月）
2011 年度（西播合同 7 月）、2012 年度（通常総会と合わせて兵庫医大 6 月）
2013 年度（加古川総合保健センター6 月：東播とは別開催）
2014 年度（近畿学会 9 月があり未開催）、2015 年度（丹波の森公苑 6 月）
2016 年度（日本医学検査学会 9 月があり未開催）、2017 年度（神戸常盤大学 12 月）
2018 年度（東播合同 2 月）、2019 年度（

西播合同

）

※順番を決めて実施したほうが良い。近畿学会の順番は 2021 年度予定
→

今後の予定として、2019 年度は西播、2020 年度は阪神（全県対象）、2021
年度は近畿学会担当のため通常は県学会を行わない。

3．学術の提出書類について
事業計画、予算、事業報告、事業決算は研修会ごとに必要であるかを検討。
現在、各研究班はバラバラの提出書類であり、特に何も決められた書類の提出義務が
無いように思う。以前は、会議の経費を落とす際には会議の議事録が必要であると聞

いて作成していたが、現在全ての研究班が提出している様子もない。
今回は、血液部門の班長より、毎回の開催ごとに研修報告書（添付：血液班）を提出
する必要性について以前の班長から申し送りがあったが、どのように処理すればよい
か？と確認がありました。
① どの規模の研修会なら事業報告が必要で決算報告書まで提出する必要があるの
か？技師会の補助（別途仮払い）を受ける際には必要であるという認識で良いか？
→

研修会の事業報告は JAMTIS 登録を印刷する。

②以前は会議を開催した際は議事録を提出しないと会議費をおとすことが出来ない
と思っていたが、2 回に 1 回の研修会開催時に日当支給という名目に内容も変更され
ているので、その際には会議の議事録が必要では無いのか？
→

会議費、日当としてではなく交通費として支払う。

③出納帳と領収書、参加者名簿のみで全ての研修会は OK として良いのか？
事務所に確認したところ、研修報告書については出ている班と出ていない班がバラバ
ラとの事。研究班の仕事の整理をするため最低限の必要書類を決めて今後は統一する
必要があると思うので、審議し確定後学術部会を開催し、次年度より統一したい。
→

学術で記録を残すことを前提として、たたき台を理事会に提出し、承認する。

4．学術部会開催の予算申請、報告書
→

簡単な内容にして記録する。学術部会でフォーマット等を検討する。

＜精度管理事業部＞（報告者：佐藤精度管理部長）
【報告事項】
1. 施設別報告書公開（2019/2/4；一斉メール通知は 2/5
1）血液フォトサーベイ本来 C 評価が D と表記、2/5

0：00）後のトラブル
9：00 修正

→2/6 該当 28 施設

へメールで謝罪
2）血算本来 C 評価が一部施設で D と表記、2/5

13：30 修正→2/6 該当 3 施設へメール

で謝罪
3）
「CA19-9」C 評価でサポート開始していたが報告書では B 評価

→2/7

サポート中止

→2/8

0：00 一斉メ

等を謝罪
4）細胞診

設問 4 の回答がない、システム業者に精査依頼修正

ールで謝罪
5）パスワード不明で日臨技に問合せた（2/5）が返信ない
2.

→

2/7 佐藤対応

サポート実績等
1）細胞診フォト：4 施設（12/18 開始）、全施設報告書完了
2）微生物フォト：5 施設（12/19 開始）、4 施設報告書完了（2/7 時点）
3）微生物検査：

8 施設（12/19 開始）、3 施設報告書完了（2/7 時点）

4）免疫染色、病理組織：3 施設（1/8 開始）、状況確認後試料再送付済
5）免疫検査：1 施設（1/8 開始）、サポート中止
6）血液フォト：2 施設（正解 14/18 以下対象）
（1/10 開始）、フォト解説も送付、全施設
報告書完了
7）血液検査

：5 施設（1/10 開始）、4 施設報告書完了（2/7 時点）

8）一般フォト：10 施設（1/15 開始）、完了施設なし（2/7 時点）
9）輸血検査：11 施設（1/22 開始）、完了施設なし（2/7 時点）
10）臨床化学：3 施設（系統誤差施設のみ）（2/6 開始）、試料再送付
11）臨床化学：C 評価施設（65 件）について医師会通知後に学術班サポート予定
ドライ C 評価施設（32 件）についてメーカー対応を指示し、結果確認中
12）血液ガス：C 評価施設（14 件）準備不足のためサポート中止
3. サポートに対する施設感想
・しっかりサポートしていただけて、精度管理調査参加施設としては大変ありがたく感
謝しております。
・当検査科は微生物検査の専任技師がおらず、他の業務と兼任で業務をしております。
（中略）そのため十分な知識、技能の習得が困難な状況ですが、（中略）分からない
ことがあれば、問合せ等させていただくことがあるかと思いますがご指導のほどよろ
しくお願いします。
・
（前略）スタッフ全員で確認し見直しました。今後の検査に生かしていきたいと思いま
す。
・日常的に検査をしておらず自己研鑽のために参加していた。
4. JAMTQC 設定と解析集作成
JAMTQC 設定等
解析集原稿

内川理事指示で学術班対応

体裁整え調整

2/6 コベルコへ送付

【審議事項】
1. 精度管理委員（16 名）のサポート作業費（3000 円）の配布について
→

今年度は承認する。

2. 神戸大学病院医師よりホームページ内容に基づく質問あり。
→

基幹病院は今年度で終了した。案を作成して提出する。

＜公益事業部＞（報告者：坂本公益事業部長）
【報告事項】
1. 平成 30 年度

高校生向け

HIV・STI 予防

講演会

日時：平成 31 年 1 月 21 日（月）13:20 〜 15:00
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

資料：事業報告書、決算書
【審議事項】
1. 西播地区 第 9 回 医療公開講座
日時：2019 年 7 月 28 日（日）13:00 ～15:30
会場：太子町立

あすかホール

内容：医療公開講座
資料：事業計画書、予算案

講師）

→

承認された（午前中は県学会）。

2. 平成 31 年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練
日時：2019 年 9 月 1 日（日）10:00～12:00【調整中】
会場：たつの市 揖保川左岸河川敷（龍野新大橋上流）
内容：地域住民参加による避難誘導、避難所・福祉避難所開設運営訓練、倒壊建物等か
らの救出救助訓練、現地応急救護所設置や負傷者救急搬送訓練を実施するほか、
救援物資の搬送等、実践的な訓練の実施
主催：平成 31 年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練実行委員会
兵庫県、播磨広域連携協議会
資料：平成 31 年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練の概要（案）
→

承認された（反対 0）。

3. 公益事業購入希望物品
1) 物忘れ相談プログラム
→

購入については承認。ケース付きで見積もりを提出する。価格交渉も行う。

2) クリアファイル 5,000 部
→

124,092 円

承認された（反対 0）。

3)事務所机
→

771,310 円

承認された（反対 0）。

95,040 円

