
公益社団法人 東京都臨床検査技師会 平成 26年度 第 4回理事会議事録

日 時 :平成 26年 7月 16日 (水 )19時 00分～21時 00分

場 所 :都臨技事務所

出席者 :下 田,千葉,原田,杉岡,宮崎,中西,鈴木、佐藤,工藤,櫻井、浄土、相馬、米山、宿谷、中村、三橋、松村、

星野,東海林監事、立花監事、遠藤監事

1.理 事行動報告

6月 20日 (金)STI委員会       佐藤

6月 26日 (金)編集委員会       蝶名林前理事

7月 7日 (月 )会計部会       鈴木

2.報 告事項

(1)平成 26年度第 3回理事会および平成 26年度定時総会議事録の内容確認 .

微細な訂工事項は庶務部担当に直接伝える.決定事項の修正等があり理事に周知が必要なものはメーリングリス

トでの回覧審議 とする.

(2)臨時理事会

平成 26年度定時総会後、監事招集の臨時理事会を開催 し新理事より代表理事の選出を行つた。

(3)各部局報告

○庶務部

【報告事項】

平成 26年 6月 30日 現在の会員数4604名 (平成 25年度会員数 4503名 )

平成 26年度賛助会員 63社 (1社増 :ヤマサ醤油)

○会計部

【報告事項】

1.平成 26年 6月 の予算管理月報、他 3表を作成、別紙資料に報告します

2 【平成 26年 6月 30日 現在の会費収入状況】

H26年度実績 前年同月実績

入会金納入者合計数

(入会金納入者数 )

(減免入会金納入者数)

233名

(232名 )

(1名 )

189名

(178名 )

(11名 )

正会員会費納入者数

学生会員会費納入者数

賛助会員会費納入社数

4,590名

100名

63社

4,319名

71社

未納者数 0名 189名

3. おもな 6月 の事業活動収支について

◎収入

。 事業収入 後援名義使用料 30,000円 (第 14回首都圏ラボラトリーフォーラム)

科 目名については東京都に確認を要する。

◎支出

・臨検啓発事業 委託費 678,262円 (都臨技会員証発行。4,343名 )
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・管理費   通信運搬費 19,040円 (委嘱状送付/136通 )

・管理費    印刷製本費 47,628円 (名 刺印刷・マーク作成費 )

4  会計引糸睦ぎについて

「事業計画書等の提出」(H27.3末 )、「事業報告書等の提出」(H27.6末)に必要な会計業務については、事前の説明が困難

なため各書類作成に並行して行うこととした。

【審議事項】なし

【予定】  8月 会計部会 8月 8/11/12日  18:30～場所 :都臨技事務所 3候補 日のいずれかで実施する。

(4)各委員会報告

○編集委員会

【報告事項】

1)新役員 (会長、理事、専門委員)は、決定していない_
・8月 号に新役員 (会長、理事、専門委員)名 簿掲載予定でしたが、11月 号に掲載とするご

。8月 号の校正は今週中 (7月 4日 まで).

2)支部学術研修会

・支部研修会の記録は、各支部から編集担当理事が取りまとめて入稿する.

・要旨は各研究班の編集委員が入稿する。支部主催のため入稿する際には、研究plI要 旨と一緒にしないで、支部学術研修

会であることを伝えるものとするご

。支部学術研修会要旨は、原稿料5000円 が発生する.

3)今後のシリーズ 過去のシリーズー覧表 (蝶名林次長)で配布された。

4)査読委員に変更はない。

5)出版社の変更について

。8月 号から日本廣業社からの発行となる.契約期間を8月 ～H27.2月 となる″

I検討事項】

1)11月 号シリーズについて:放射線技師を予定 .

2)11月 号か2月 号に支部研修会の要旨を掲載する予定

。1回で各支部の要旨を掲載するか、2回 に分けて掲載するべきか検討する。

3)11月 、2月 号の予定について

。2月 号シリーズ:眼科分野 (視覚検査など)

。その他にアイデアがあれば出してほしい .

4)・ 会誌発行月をH27年度より、3月 6月 9月 12月 への変更案について、各研究班で支障がないか再度確認を行う.

【連絡事項】

・編集委員が変更する研究班は、新委員の氏名・施設名・所属。メールアドレスを大竹編集長へ送る

【審議事項】 特になし

○生涯教育委員会

【報告事項】

生涯教育対象行事登録者数 (6月 )

(No.)     (行 事 名)              (開 催 日)(生涯教育点)(登録者数)

1、 (生理)基礎から学ぶ生理機能検査 (その 1)         6月 7日  20点    58名
2、 (輸血)輸血検査研究班 第 2回研修会           6月 10日  20点    127名
3、 (免疫血清)第 3回南支部学術研修会            6月 10日  20点    20名
4、 (血液)第 3回西支部学術研修会              6月 11日  20点    27名
5、 (病理)第 2回病理細胞診検査研究班            6月 12日  20点    68名
6、 (生理)第 3回北支部学術研修会              6月 12日  20点    31名
7、 (生理)基礎から学ぶ生理機能検査 (その2)         6月 13日  20点    68名
8、 (公益事業)STI予 防教室 (日 大櫻丘高校)          6月 14日  20点     9名
9、 (生理)基礎から学ぶ生理機能検査 (そ の3)         6月 17日  20点    59名
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10、 (病理)第 3回東支部学術研修会

11、 (血液)血液検査研究班研修会第 3回

12、 (微生物)第 3回微生物研究班研修会

13、 (一般)第 1回一般検査研究班研修会

14、 (総会)平成 26年度定時総会

15、 (化学)臨床化学検査研究班第 2回研修会

16、 (公衆衛生)第 1回公衆衛生検査研究班研修会

申告 会場研修

1、 微生物学英語勉強会

2、 第 13回染色体遺伝子検査基礎技術セ ミナー

3、 第 30回 PCR感染症検査研究会

4、  第 374回 日本血液同好会

→数字が抜けているところを確認する.

OSTI委員会

【報告事項】

1.担 当幹事

会計   北支部  137853  市川 篤   東京女子医科大学病院

常任委員 東支部  630855  佐藤 美里  日本医科大学付属病院

常任委員 東支部  630848  大久保 泰歩 日本医科大学付属病院

2.STI予 防教室

・5/22(木 )都 立練馬工業高等高校 講師

・5/22(本 ) 安田学園高等学校   講師

・6/14(土) 日大櫻丘高等学校   講師

3.今後の STI予防教室、日程および講師

・7/11(金)都 立芝商業高等高校  講師

・7/14(月 ) 日大豊山女子高等学校 講師

。9/4(木) 東京電子専門学校   講師

6月 17日   20点     34名
6月 19日  20点     140名
6月 20日  20点     101名
6月 23日  20点     78名
6月 24日  30点     83名
6月 25日  20点     71名
6月 27日  20点     44名

6月 10日   基礎 -10点  4名
6月 7日   専門-10点  3名
5月 24日   専門-10点  3名
5月 14日   専門-10点  13名

上前泊、中山  サポー ト:佐藤 (信 )

板橋、大久保  サポー ト:原田理事、佐藤 (美 )

松田、佐藤 (美)サポー ト:林、板橋

神田、神保   サポー ト:佐藤 (信)松田、森

石井、大熊   サポー ト:武内、上前泊

尾形 (確認中)、 加藤 (確認中)サポー ト:浅野、中山、桜庭

4池袋ふぉ―・てぃ―より、当会のコン ドームを提供 してはしいとの要望あり。

前回は約 100個提供 した.余 りが 300個 あるので今回も提供可能 と思われる.

【検討事項】

1.名 刺の作製について

今期、STI委員になった方々の分は作成する.他の方々には連絡あり次第作成する。

2.東京電子の講師確認および トレーニング日程の相談サポー トについて

講師 トレーニングに関しては講師に確認後、連絡する.サポー トは浅野、中山、桜庭とした .

3.8月 1～ 3日 神奈り||エ イズフォーラム in横浜について

来年度の参加を想定し、3日 (日 )に下見を行 う.時間等の詳細は追って連絡する

4.池袋エイズフェス打ち合わせ担当者について

来年度の担当者である中山委員、上前泊委員に今年も担当してもらう。

報告事項 3.についても今後は中山委員、上前泊委員に引き継ぐこととする.

5.会員向け研修会の日程・内容について

2月 いずれかの土曜 (15:00～ 2時間枠)に講師 2名 による研修会を行 う.講師には新宿さくらクリニック院長

澤村先生に打診 し日程の調整を行 う.も う1枠は業者に依頼する。業者への打診は、浅野委員が担当する.

6.ホ ームページ用原稿の加筆修正について

上前泊、水野の 2名 に作成 していただいたものを初版としてアップし、随時加える.
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3.審議事項

○庶務部

1.新入会申請 87名 (う ち都のみ 3名 )について

⇒審議の結果、新入会申請 87名 について承認された。

○会長選出について

平成 26年 6月 24日 の臨時理事会の決定を受け、下田代表理事、千葉理事で今後の方向性を検討 した。

・ 都臨技の活動は公益財団法人化後の 4支部体制を一層強化するために各部局、委員会の活動体制を強化 していく

時期にある.

・ 下田理事は日臨技の平成 26・ 27年度常務理事 (会長、副会長、専務理事に次ぐ職)の任につき、活動を始め 2

ケ月になり、退任は難 しい状況である.

。 日臨技の常務理事職 と都臨技の代表理事 (会長)職を兼務することは双方の活動に支障が出る可能性が高い .

・ 都臨技の体制をより強化 していくために、平成 26年 7月 16日 の理事会での理事の同意を得て、下田理事は代表

を退任、千葉理事を代表理事にすることとなった .

・ 既に提出済みの本法人登記の内容については変更届提出の手続きを取る.

→ 拍手をもって承認 された。

○業務執行理事選出について

会長 :千葉、副会長 :原田・杉岡・宮崎、常務理事 :中西・多田・小山、事務局 :鈴木・佐藤・工藤

以上 10名 について業務執行理事 として推薦された .

→承認された .

○理事業務分担について

以下の通 り提案 された。

役 職 氏  名 役 職 氏  名

会長 千葉 正 志

地域共催

部長 多田 光男

副会長 公益 I系 原田 典明 次長 櫻井 勉

副会長 公益Ⅱ系 杉岡 陽介 次長 三橋 太

副会長 事務局系 宮崎 直子
組織部

部長 小山 正晴

常務理事 学術系 中西 貴博 次長 中村 香代子

常務理事 共催系 多田 光男

支  部

東支部長 三橋 太

常務理事 組織系 小山 正晴 東副支部長 浄土 雅子

事務局

事務局長 鈴木 卓也 西支部長 小山 正晴

事務局次長 庶務部長 佐藤 信博 西副支部長 星野 真理

事務局次長 会計部長 工藤 岳秀 南支部長 佐藤 信博

庶務次長 櫻井 勉 南副支部長 植 山 千加

庶務次長 中村 香代子 北支部長 松村 充

会計次長 鈴木 卓也 北副支部長 中村 香代子

会計次長 浄 土 雅子 相談役 下田 勝二

学術部

学術部長、学会運営部長 中西 貴博

監事

東海林 二郎

学術次長 相馬 史 立花 勇一

学術次長 米 山 正芳 遠藤 盛 人

学術次長 宿 谷 賢 一

学術次長、編集主幹 宿谷 賢一

学術次長、編集担当 星 野 真理

学術次長、編集担当 相馬 史

・監理会議は業務執行理事及び各支部長で構成する.

。各委員会担当は別に決める.

・南副支部長については引き続き検討する.

・学会運営部担当についても検討する.

→ 業務分担について上記分については承認された。
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0監理会議

定例は第‐‐水曜日;回は8月 0日

〇理事会

定例は第二水曜,日 :次回は9月 17日

O業務引き継ぎ

決定された業務分担により、前理事‐との引継|ぎを行つた.

4。 その他

0次年度予算案について

次年度予算案に|ついては各部局 10月 31日 までに融 いする.

0‐議 連絡

事務所
―
の鍵を配布されてい.な い理事は申し出ること■

新役員の顔写真を llPに掲載するので写真を送付してはしい,

平成郷年,7月 16日 (水 )

公益社団法人東京都臨床検‐査技師会

鷲]耳 切ガな気③
貢蓼 鰍 笠三やPO
藍ふうんカー

監
藤老旅撚人

①

③
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