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東京都臨床検査技師会 平成 24年度 第 2回理事会議事録 

 

日 時：平成 24年 5月 16日（水）19 時 00分～21 時 30分 

場 所：都臨技事務所 

出席者：下田，千葉，小松，宮崎，原田，髙城，中西，水越，鈴木，工藤，土橋，蝶名林，石橋，大野，杉岡， 

三橋，多田，佐藤，松村，小山，東海林監事，遠藤監事，沖田役員選出委員 

議長：下田 

 

１． 行動報告 

4 月 11日（水） STI予防委員会    原田，佐藤 

4 月 23日（月） 学術部会       小松，髙城，鈴木，蝶名林，中西 

4 月 27日（金） 組織部会       杉岡，三橋，蝶名林，多田，松村，小山 

5 月 9日（水） 監理会議        下田，千葉，小松，原田，髙城，中西，水越，鈴木，工藤 

 

２． 報告事項 

１）平成 24年度第 1回理事会議事録の内容確認 

 

２）各部局報告 

○組織部 

【報告事項】 

＜部長報告＞ 

・都臨技オリエンテーションに関して 

 日時：平成 24年 4月 27日（金）19:00～ 

 会場：社会保険中央総合病院 4階講堂 

 参加人数：新人 68名 会員 50名 合計 118名 

・総会へ向けた書面表決票の回収について 

 例年事務局より配信される集計表に各施設会員数に対する回収数と自宅会員を追加 

 高い回収率が求められるので全会員の 27%とされる自宅会員への対応を考慮する必要がある 

＜東部地区＞ ・特になし 

＜西部地区＞ ・特になし 

＜南部地区＞ 

・品川健康まつり 

 平成 24年 5月 26日（土）11:00～15:00 

会場：戸越公園 

内容：尿定性検査、血管年齢測定を予定 

 参加者：4名 

＜北部地区＞ ・特になし 

＜中部地区＞ ・特になし 

＜多摩地区＞ ・特になし 

＜フォーラム委員会＞ 

・東京都医学検査学会の動向を考慮して開催時期を検討する 

【検討事項】 

・総会に向けた書面表決票の回収に際し，組織部の機動力にも限界があるため各部局へも応援を要請したい 
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○学術部 

【報告事項】 

＜一般検査研究班＞ 

 5月 14日（月） 研修会予定 

＜公衆衛生検査研究班＞ 

 5月下旬～6月 研修会予定 

＜血液検査研究班＞ 

 5月 17日（木） 「知識を深める研修会 凝固検査編 －APTTの現状と課題－」開催予定 

＜免疫血清検査研究班＞ 

 特になし 

＜生理検査研究班＞ 

 5月 11日（金） 「虚血性心疾患の診断と治療の最前線」開催予定 

＜微生物検査研究班＞ 

 4月 20日（金） 「生物検査のセルフチェック あなたの習熟レベルは？」 

 総参加人数：94人（会員 81人） 

＜病理細胞診検査研究班＞ 

 5月 16日（水） 研修会開催予定 

＜輸血検査研究班＞ 

 4月 10日（火） 「輸血検査の基礎Ⅰ～血液型～」 

 総参加人数：110人（会員 92人 申請中 4人 賛助会員 10人 学生 4人） 

 5月 16日（水） 研修会開催予定 

＜臨床化学検査研究班＞ 

 5月～6月 研修会開催予定 

＜臨床検査情報システム研究班＞ 

 ７月 採血管運用に関する研修会予定 

1 月 ワークショップセミナー開催予定 

＜一般検査研究班＞ 

 特になし 

＜その他＞ 

・生涯教育制度について 

 研修会受付には 5月初旬発送した都臨技の会員証を使用する 

 都臨技会員証がない場合，日臨技会員証でも当面は都臨技会員証に準じて対応する 

 日臨技会員証は PDAでの受付ができないので参加記録用紙に記名する 

 ノートパソコン＋バーコードリーダーであれば日臨技会員証でも受付可能 

 発注しているノートパソコン＋バーコードリーダーは納品され次第，各研究班に１セット貸与する（厳重管理を） 

【検討事項】 

・研修会受付用 PCについて 

 学術部会で配布予定（現在使用中のバーコードリーダーは回収する） 

・研究班 HP対応の件 

 HP管理会社であるパレットプランニングのメールアドレスは手引書に記載されている 

 各研究班に担当者を 1名おき，必ず定期的に更新すること 

 掲載内容に関して執行部の判断を要請するときは学術部長に相談すること 

・東京都医学検査学会について 

 平成 25年 2月に開催予定 学会長：小松理事 実行委員長：髙城理事 

 一般演題募集について各研究班の協力を依頼した 

・決算総会について 

 平成 24年 5月 30日（水）開催予定 定款改定議案となるので各研究班にも書面表決票の回収協力を要請 
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・平成 24・25年度 研究班幹事名簿について 

 幹事名簿をメールで配信，各班長には内容の確認をお願いする 

・共催許可願い書等の提出について 

 開催 2か月前の理事会で承認がおりるように準備することを依頼（未定箇所はそのままで提出） 

・査読委員について 

 委嘱状を送付する（未決定の研究班は今月中に学術部長宛てに通知する） 

・都臨技オリエンテーションについて 

 平成 24年 4月 27日（金） 19時より 社会保険中央病院にて開催 

 各班長には，当日研究班の紹介と配布用資料の提出を依頼した 

・会計部より 

 各研究班における会計管理は，各班長も把握するように依頼 

 会計ルールについて説明 

 受益者負担講習会について，行動費や活動費の区分および支払い費用の統一化について協議を要請した 

・その他 

 新人技師に対する研修会参加費免除は，7月末までとする 

 次年度の扱いは，オリエンテーションの案内・会費納入時期を見極めて早期に検討する 

・個人情報保護誓約書について 

 各研究班幹事について提出を求める 

・委嘱状について 

 

○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 24年 4月 30日現在） 

会員数 3,762名 

平成 24年度賛助会員数 63社 

・後援および名義使用許可願い書について 

 東京都臨床工学技士会より後援および名義使用許可願い書が提出されていたが，期日が迫っているため監理会議 

 で審議し，承認されたことを報告した 

 講演名：第 11回 都民公開講座 「放射線と福島原発事故」 

 期 日：平成 24年 6月 3日（日） 13:00～14:00 

 会 場：東京女子医科大学病院 弥生記念講堂 

 講 師：市川 重司 医師（公立福生病院 放射線科） 

 

○会計部 

【報告事項】 

・平成 24年 4月の予算管理月報，他 2表を作成し報告 

・平成 23年 4月 27日現在の会費収入状況報告 

・平成 24年 4月の主な事業活動収支報告 

 支出：会員管理システム運用費，ホームページ管理委託費，会員証発行のお知らせ発送費 

・東日本大震災支援金について 

 宮城県・岩手県・福島県へ送金した 

・平成 25年度予算案策定について 

 策定スケジュールや作成書類など法人移行に合わせて進める 

 科目については，変更を視野に入れ公益推進委員会や申請書類など確認しながら対応する 
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○事務局 

【活動事項】 

 総会書面表決の集計準備 

 各種委員への委嘱状発送準備 

 役員名簿作成 

 都臨技オリエンテーション 入会のメリットと入会案内 

 

３）各委員会報告 

○生涯教育制度実行委員会 

【報告事項】 

・生涯教育対象行事（4月） 

 都臨技研修会 3件 登録者数 222名 

・申告 

 会場研修 2件 登録者数 6名 

・その他 

 平成 24・25年度生涯教育制度実行委員会 委員長：髙城理事 副委員長：小山理事が選出された 

○STI予防委員会 

・今季の STI予防事業 

 (1)STI予防教室 開催が決定している学校 

  ①大森学園高等学校（南部） 7月 6日（金） 11:30～12:00頃 1年生，男女別開催 

  ②都立芝商業高等学校（南部）7月 11日（水）11:00～12:00頃 1年生，男女別開催 

  ③安田学園高等学校（東部） 5月 24日（木）       1年生 

                7月 11日（水）       2年生，男子のみ 

                （日程が変更になる可能性あり） 

  ④日大豊山女子高等学校（北部）7月 13日（金）13:00～14:00頃 1年生，女子のみ 

  ⑤都立練馬工業高等学校（北部）平成 25年 3月 12（火），14日（水），15日（木）のいずれか 

  ⑥日大櫻丘等学校（西部）   6月 16日（土） 

開催を検討中または打診予定の学校 

  ①日大第三高等学校（多摩）開催について打診予定 

  ②都議会 民主党議員に紹介していただく高校（多摩 小平市） 

スライド資料（PDF）などを送付し，開催について検討中 

  ③東京電子専門学校 開催について打診予定 

 (2)日臨技共催事業 

  例年の街頭活動（ティッシュ配布など），公開講演とは異なる企画を行う 

  案）専門学校，短期大学の文化祭での STI予防啓発活動．公開講演などをここで行ってもよい 

    都臨技独自の配布物の作成など 

    世界エイズデー（12 月 1日）の時期に合わせる必要はないが事業の内容などを申請し，開催予定日の 

    2ヶ月前の日臨技理事会で承認を得る必要がある（助成金は 20万円） 

・委員・講師名簿の作成 

  平成 24・25年度の委員名簿を各地区 STI担当者が決まり次第作成する 

  講師およびスタッフとして委員以外の会員が STI予防教室に参加することは可能だが，予め名簿を作成し 

  理事会の承認を得る必要がある 

・委員会規程の改正 

  現行の規程のうち，委員会の構成，委員以外の会員の参加について改正が必要な箇所あり 

  検討し理事会に提出する 

・安田学園 STI予防教室講師トレーニング 

  5月 9日（水）19時～ 都臨技事務所にて行う 

  講師は東部地区の宮後幹事，西部地区の福良幹事に打診中 
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・委員会開催日程 

  昨年度と同様，委員会は偶数月の第 2水曜を定例とする 

  必要に応じ臨時の委員会や講師トレーニングなどを企画し開催する場合がある 

・ホームページでの STI予防活動の紹介 

  都臨技ホームページに STI予防活動の記事を掲載する．不定期でよいが今年度は数回更新したい 

  記事の作成は委員持ち回りとする 

 

３．審議事項 

○庶務部 

 新入会員 41名が提示され，承認された 

 また，ブリストル・マイヤーズ株式会社より賛助会員入会申請があり，審議の結果承認された 

○渉外部 

 STI予防委員会規程案について提示され，内容変更について承認された 

 また，関連する委員および講師について名簿が提示され，承認となった 

○フォーラム委員会 

 委員名簿が提示され，承認された 

○表彰選考委員会 

 委員名簿（西部地区は除く）が提示され，承認された 

○その他 

 組織運営規程の見直し（主な変更点は以下のとおり）について提示され，承認された 

  ①編集部を学術部に組み入れる 

  ②学会運営部の創設 

  ③渉外部の公益活動を公益事業部とし独立させる 

   なお，渉外部は他団体との交流など本来の渉外活動を主幹する部局とする 

 

４．共催許可願い書および特別講習会許可願い書について 

○多摩地区より共催許可願い書が 1件提出され，承認された 

 講演名：凝固検査の基礎と標準化について 

 期 日：平成 24年 7月 6日（金）19:00～20:30 

 会 場：三多摩労働会館 3階 大会議室 

 講 師：宮本 和典 氏（シスメックス株式会社） 

○血液検査研究班より特別講習会実施許可願い書が 1件提出され，承認された 

 講演名：血液形態検査 実技講習会 「実践！血液像・骨髄像実技講習会」 

 期 日：平成 24年 9月 30日（日） 9:00～17:00 

 会 場：昭和大学 旗の台キャンパス ４号館３階実習室 

 講 師：後藤 文彦 技師（他 13名） 

 

５．後援および名義使用許可願い書について 

○首都圏ラボラトリーフォーラム事務局（株式会社ビー・エム・エル）より後援および名義使用許可願い書が 1件 

 提出され，承認された 

 講演名：第 12回首都圏ラボラトリーフォーラム 「採血と接遇（仮）」 

 期 日：平成 24年 9月 8日（土） 15:00～18:30 

 会 場：六本木ヒルズ 49Ｆ タワーホール 
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  平成 24年 5月 16日（水） 

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

 

 

                              議 長                印 

（下田）                 

 

                    監 事                印 

（東海林）                

 

監 事                印 

（遠藤）                 

 

 


