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社団法人 東京都臨床検査技師会 平成 23年度 第 4回理事会議事録 

 

日 時：平成 23年 7月 20日（水） 

台風による交通機関への影響を受け事務所での理事会開催を中止とし，メールにて開催となった． 

審議事項については,書面審議とした． 

 

1. 理事行動報告 

6月 8日（水） STI予防委員会           栗田 

6月 24日（金） 編集部会             髙城，八木 

6月 27日（月） 学術部会             荒木，蝶名林 

6月 29日（水） 渉外部会             千葉，真鍋，栗田 

6月 29日（水） 情報システム運営委員会      髙城，鈴木 

7月 1日（金） 組織部会              千葉，原田，杉岡，寺島，多田，河合，永瀬，栗田 

7月 5日（火） 表彰選考委員会           伊藤，（千葉，小松） 

7月 6日（水） 四役会               下田，千葉，小松，藤浪，真鍋，原田，水越，鈴木 

7月 7日（金） 会計部会              鈴木，水越 

7月 12日（火） 役員選出委員会           工藤 

 

2. 報告事項 

１）平成 23年度第 3回理事会議事録についての内容確認 

 

２）各部局報告 

○組織部 

【報告事項】 

＜部長報告＞ 

・日臨技助成金事業に関して 

 ガンと STIに関して募集があり，対応可能な地区は申し出ること 

・来年度に向けて 

 各地区は必要な事業の洗い出しを行い予算作成の準備を行う 

 また，各地区は次期の役員選出を 11月末までに決定すること（予算総会の議案書に掲載するため） 

＜東部地区＞ 

・会員向け研修会 

 日時：2011年 8月 2日（火）午後７時～  場所：都立墨東病院 14階講堂 

 内容：臨床検査技師にかかわる医療安全（東京海上日動メディカルサービス 工藤氏） 

＜西部地区＞ 

・バーべキュー 

 日時：2011年 10月 23日（日）  場所：選定中 

＜南部地区＞ 

・親睦会 

 恒例である大井競馬場の親睦会は取り止め，バーベキューを計画中である 

 日時：2011年 8月 26日（金）  場所：大田区城南島 

＜北部地区＞ 

・特記事項なし 

＜中部地区＞ 

・新宿まつり  日時：2011年 10月 16日（日） 血糖測定予定 

＜多摩地区＞ 

・特記事項なし 

 

 

 



  2/7 

【検討事項】 

・名簿作成事業 

 名簿発行は行わないため会員動向調査とし実施予定である 

 調査内容および依頼状作成中 今月中に発送予定 

・第 8回東京都医学検査学会について 

 千葉学会長より東京都医学検査学会開催に関して組織部へ協力依頼があった 

 企画・運営・テーマ・その他具体的に考えて欲しいとのこと 

 

○渉外部 

【報告事項】 

・学生対象講演会について 

 日時：平成 23 年 7 月 16 日（土）14:00～16:10  場所：社会保険中央総合病院 4 階講堂 

 内容：「チーム医療で活躍する検査技師」 

 学生申し込み状況：東洋 58 名，杏林 15 名，東京電子 37 名，帝京大学 4 名，帝京短大 24 名，文京学院 22 名 

          計 160 名 

・日臨技国民健康増進委託事業について 

 STI については STI 予防委員会で企画し，渉外部で運営することとした 

 12 月 3 日（土）公開講演会を開催予定である 

 新宿さくらクリニックの澤村医師に講演を依頼し，内諾をいただいた 

 

【検討事項】 

・渉外部内規について 

 修正意見について再確認をした 

・来年度事業計画について 

 新規事業について話し合った結果，今年度同様となった 

 日臨技国民健康増進委託事業の予算がおりなかった場合にそなえて，都臨技で予算化すべきではないかという 

 意見があった 

・第 8 回東京都医学検査学会について 

 千葉学会長より渉外部へ企画の提案，実行・実務委員要請についての依頼があった 

  日時：平成 24 年 2 月 19 日（日） 

  場所：京王プラザ 

  学会長：千葉副会長 

  実行委員長：荒木常務理事 

  副実行委員長：蝶名林理事 

  企画委員：学術班長，組織，渉外の部長，次長など 

  実務委員：幹事，委員からも選出 

  テーマ：静から動へ 

  内容：特別講演，シンポジウム，学生演題 

 

○学術部 

【報告事項】 

＜公衆衛生検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 30日（木） 「メンタルヘルス 診断から治療まで」 

 総参加者数：30 人（会員 24 人 学生 6 人） 

＜血液検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 16日（水） 「(1)血液検査をする上で知っておきたいこと」 

              「(2)症例から学ぶ血液疾患 ～これでもう見逃さない～」 

 総参加者数：143人（会員 129人 学生 4人 その他 9人） 
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＜免疫血清検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 18日（土）・19日（日） 

 第 18回関東甲信地区免疫血清検査研修会を行い，190名の参加があった 

・7月に予定していた研修会は会場の調整がつかなかったので 12月に変更となった 

＜生理検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 3日（金）  「呼吸のしくみ」 

 総参加者数：103人（会員 80人 非会員 10人 学生 1人 その他 12人） 

・平成 23年 6月 10日（金）  「臨床心電図入門」 

 総参加者数：97人（会員 84人 非会員 4人 学生 3人 その他 6人） 

・平成 23年 6月 18日（土）  「心電図検査の進め方，患者接遇，呼吸機能検査の進め方」 

 総参加者数：41人（会員 41人） 

・平成 23年 6月 19日（日）  「基礎から学ぶ生理機能検査実技講習会」 

 総参加者数：37人（会員 37人） 

・平成 23年 6月 30日（木）  「技師に必要な睡眠検査の知識と技術」 

 総参加者数：104人（会員 99人 非会員 1人 学生 4人） 

＜微生物検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 17日（金） 「話題の耐性菌と検査法シリーズ(3) MBL，KPC産生菌」 

 総参加者数：123人（会員 108人 学生 2人 非会員 3人 その他 10人） 

＜病理細胞診検査研究班＞ 

・平成 23年 5月 26日（日）  「①泌尿器の臨床 ②細胞診症例検討会」 

 総参加者数：46人（会員 35人 学生 11人） 

・平成 23年 6月 16日（木）  「泌尿器の病理」 

 総参加者数：38人（会員 31人 学生 5人 その他 2人） 

＜輸血検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 14日（火）  「輸血の基礎Ⅱ ～不規則性抗体・交差適合試験～」 

 総参加者数：123人（会員 103人 非会員 1 学生 3人 その他 16人） 

＜臨床化学検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 21日（火）  「臨床化学検査データの読み方」 

 総参加者数：79人（会員 77人 学生 2人） 

＜臨床検査情報システム研究班＞ 

・10月に臨床化学と合同で行う実技講習会のデータを作成中 

＜一般検査研究班＞ 

・平成 23年 6月 27日（日）  「大腸癌検診における内視鏡検査と免疫学的便潜血検査の実際」 

 総参加者数：58人（会員 56人 学生 2人） 

 

＜関連事項＞ 

・生涯教育制度について 

 技師会会費をコンビニ払いで行った人の会員証発送が遅れているので今後も研修会において申請中の  

 参加者が多いことが予想されるので，その対応をお願いしたい  

・データ標準化事業について 

 日臨技と同様に Web 方式で申し込み受付を実施する 

 各地区理事に依頼して Web 環境が整っていない施設の調査を行い，Web 環境がない施設が参加を希望 

 した場合の対応を検討していく 

 今年度，参考調査として血算白血球５分画の調査を実施する  

 

【討議事項】 

・研修会アンケート調査について 

 研修会アンケート集計結果を各班長に送信した 

 前期・後期で概要の報告をお願いしたい 

 また，アンケート用紙の送付に関しては，事務局か部長まで事前に送付願の連絡をお願いしたい 
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・事業計画について 

 都臨技の学術研究班として，今までの事業にとらわれず斬新なアイディアを提案し，臨床検査技師の 

 資質の向上につながる企画案をお願いしたい 

 人材育成が重要課題であり，その施設で必要とされる検査技師像を描き，どのようなことを習得すべき 

 か考慮していきたい 

・大震災に関する支援の件 

 6 月の研修会から理事が研修会に出席し，会長または副会長が研修会の最後に説明した上で，賛同して 

 いただけける参加者から任意で 500 円集金している 

 7 月も同様に実施する予定であり，任意の集金であるため，9 月から研修会の司会者より最後に出口に 

 て支援金を集めている旨を簡単に話をしてもらい，集金に理事が 2 名で出向く方向で検討したい 

・共催・講習会の許可願い書の件 

 今回，臨床化学の 7 月 22 日開催予定の共催許可願い書が提出されたが，共催メーカーの賛助会費が 

 未納であり，さらに 2 ヶ月前まで提出するルールが守られていないこともあり 6 月の理事会で否決と 

 なった 

 今後，2 ヶ月前の理事会に決定していない項目は未定で提出とし、提出ルールを厳守願いたい 

 賛助会費の確認は，庶務部長とともに 2 重チェックとする 

・第 8 回東京都医学検査学会の件 

 平成 24 年 2 月 19 日京王プラザホテルにて開催予定である 

 前回理事会にて千葉副会長が学会長として承認され，正式に決定した 

 学術部へは，千葉学会長より協力要請と概要についての説明をしていただいた 

・都臨技学会のあり方の件 

 学会あり方検討委員会にて，今後の都臨技学会のあり方を検討中である 

 答申がまとまった時点で報告する 

 

 

○編集部 

【報告事項】 

・8月号会誌について 

 会誌の本文が予定より少ない為，内容の追加を検討している 

 施設紹介は，11月号より開始し次年度も継続する予定である 

 論文投稿規定は掲載しない代わりに，会誌の特集・シリ－ズ・要旨等の原稿を書いて頂く際の決まり事である 

 「都臨技会誌原稿規の決まり」を掲載する予定 

 5月号会誌に掲載した，正味財政増減計算書に記載ミスがあったので訂正文を作成し，8月号会誌に掲載する 

 病理の投稿論文は本会誌に間に合うか確認する 

・11月号会誌について 

 施設紹介は，伊藤病院に学術的な内容で依頼する予定である 

・施設の異動に伴う変更について 

 浅見英一委員は，東京都立大塚病院から感染症センター都立駒込病院へ異動となったため，あとがきの後の 

 編集委員欄の所属を変更する 

・第8回東京都医学検査学会について 

 都臨技創立60周年式典   日時：平成24年2月17日（金）開催予定 

 第8回東京都医学検査学会  日時：平成24年2月19日（日）開催予定 

 学会に関しては先月の予定通りお知らせと目次のみの掲載とする 

・会誌の増刷について 

 5月号の特集を担当した，日立アロカメディカル株式会社からた原稿の増刷依頼があり，これを承諾する 

 （依頼者の実費負担で） 

・ホームページ委員会報告 

 8月号に会員向けメールインフォメ－ションサ－ビス開始のお知らせを折込で入れる 
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○庶務部 

【報告事項】 

・現在の会員数及び賛助会員数の報告（平成 23年 6月 30日現在） 

 会員数 3,859名 賛助会員数 68社 

・新入会員 37名が確認された 

 

○会計部 

【報告事項】 

・平成 23年 6月の収支計算書，予算管理月報，他 2表を作成・報告 

・平成 23年度会費未納について 6月 30日現在 460名 

・平成 23年 6月のおもな事業活動収支について 

 収入：日臨技助成金 

 支出：管理費 

・会費未納者対応について 

 例年 7月 1日付けで督促していたが，会費未納状況が判断できないため今年度は行わないこととする 

・ゼロックスＩＣカードカウンター設置について 

 費用対効果が認められないため導入しないこととした 

 コピー機の使用状況把握について検討することとした 

・研修会費用等の振込口座について 

 必要に応じて通帳，カードを貸し出すこととし，運用の詳細は別途定める 

・平成 23年度後期仮払い 

 10月 17（月）18日（火） 19:00から事務所にて行う 

 

○事務局 

【活動報告】 

6 月 21 日(火)   STI 予防委員委嘱状作成・発送 

 

３）各委員会報告 

○表彰選考委員会 

【報告事項】 

・第 3回委員会議事録の確認 

【検討事項】 

・第 27回「緒方富雄賞」候補者推薦依頼について 

 標記の推薦依頼が届いた 

 推薦締切日は平成 23年 7月 23日（土）必着であるので都臨技への提出締切は 7月 12日（火）必着とすると 

 推薦は難しく，7月 9日を期限として候補者がいない場合は「該当者なし」として報告することとした 

・第 40回医療功労賞(平成２３年度)候補者の推薦準備について 

 この賞(読売新聞社主催)の推薦依頼が平成 23年度は 6月 28日に東京都福祉保健局医療政策部長から届いた 

 （読売新聞社ホームページに 6月 16日付け掲示，応募締切日は 9月 26日） 

 当会ホームページに掲載し募集・推薦することとした 

 重度障害者医療，僻地医療，いわゆる困難職場に 15年以上携わった者等の条件を満たす会員がいないか調査し 

 国立療養所多摩全生園に該当者がいることを確認 

 推薦可能な候補者であるか宮崎委員が詳細を確認することとなった 

・平成 24年度春の叙勲・褒章の推薦準備について 

 平成 23年 7月 4日（月）に推薦依頼が届いたが，推薦締切日が 7月 12日(火)のため書類作成などを考えると 

 期間が短く推薦は困難であるから「該当者なし」として報告することとした 

 以前から協議していることであるが，今後は候補者対象を早めに抽出しておき必要書類等を準備して推薦依頼が 

 届いたらすぐに提出できるようにしたい 

 なお，平成 24年度春の叙勲・褒章の推薦要項から推薦依頼内容に従来の推薦要項からの撤廃事項があり，一部 

 変更となっている 
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○生涯教育制度実行委員会 

【報告事項】 

・生涯教育対象行事（6月） 

 都臨技研修会 13件  登録者数 909名  該当者なし 0名 

・申告 

 会場研修 7件  登録者数 27名 

 投稿誌上発表 1件  登録者数 1名 

 

○情報システム運営委員会 

・前回委員会以降に更新した原稿の確認 

・会員管理システム 

 来年度から日臨技，都臨技加入会員扱いの変更があるため会員管理システムの内容確認，検討を行った 

 日臨技，都臨技別，各会員登録 

 都臨技会員証の発行について 

 生涯教育扱い 

 学会登録扱い 

 会費入金確認 

 以上の案件について日臨技の動向と都臨技理事会の意向を含め，今年度早い時期に方針を決定する 

・メールインフォメーション 

 メールインフォメーション登録に技師会未登録会員の方から登録依頼があった場合は，登録を受けること 

 メールインフォメーションの配信停止方法についてホームページ上に掲載した 

・役員選出委員から来年度の役員の公募，推薦状等のホームページ掲載依頼があり掲載した 

・7月のホームページ担当である鈴木委員へ引き継ぎを行った 

 

○STD予防委員会 

・STI予防教室日程および担当者 

 「平成 23年度 STI予防教室日程表」を作成 

 東部地区で新たに安田学園での STI予防教室開催の承諾を得た（詳細は今後打ち合せする） 

・予防教室で使用するスライドの検討 

 昨年度佐藤幹事が作成したスライドをベースに，男女合同および男女別女子用のスライドには子宮頸がんと 

 HPVの内容を追加する 

・講師トレーニング日程 

 第１回 6月 20日（月）19:00～ 都臨技事務所 

     対象：上丸幹事（大森学園 女子） 

 第 2回 7月 7日（木）19:00～ 都臨技事務所 

     対象：上丸幹事，石井幹事（日大豊山女子）大熊会員（日大豊山女子） 

 ※南部地区 木村幹事（芝商業高校 女子）のトレーニングもいずれかの日程で行う予定であったが 

  渉外部会（6月 29日）終了後に行った 

・日臨技国民健康増進委託事業について 

 世界エイズデー前後で，STI予防啓発（街頭活動，公開講演会など）を行う 

 公開講演は昨年度と同じく新宿さくらクリニックの澤村医師に依頼する（12月 3日（土）予定で内諾） 

 会場準備や当日の運営に関わることは渉外部が担当し，企画等内容に関して STI予防委員会が担当する 
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3. 審議事項（震災によりメールにて開催、書面審議となった） 

○議長と議事録署名人 

・第 4回理事会の議長に下田会長，議事録署名人に原田理事と荒木理事が選出された 

・審議内容の詳細は割愛 

 

－メール審議回答書－ 

回答締め切り 7月 23日（金）14：30現在 19名回答 有効投票 19名 

審議事項 具体内容 決 継続 否
①庶務部 新入会員37名の承認について 承認
②庶務部 賛助会員申請　協和メディシード株式会社 承認

輸血検査研究班 承認 1
臨床化学検査研究班 承認
一般検査研究班 承認
病理細胞診・一般検査研究班合同 承認
病理・細胞診検査研究班 承認
生理検査研究班 承認
私立医科大学臨床検査技師会 承認
NPO法人先進医療福祉開発研究会 4 6 否決

③共催許可

⑤後援名義使用

④特別講習会許可

 

 

上記のとおり，⑤NPO法人先進医療福祉開発研究会から申請のあった後援名義使用許可願い書は否決された 

 

 

 

 

  平成 23年 7月 23日（土） 

                                    （社）東京都臨床検査技師会 

 

                                  議     長  下田 勝二  印 

 

 議事録署名人  原田 典明  印 

 

議事録署名人  荒木 秀夫  印 


