平成30年度 宮臨技第３回常務理事会

議事録

日時： 平成30年8月24日（金） 19:00～20:00
場所： 宮崎県立宮崎病院 2階中会議室
出席： 花牟禮（会長） 釘宮（副会長） 寺原（副会長） 神谷（事務局長） 佐多（事務局次長）
小山田（会計主） 徳満（会計副） 神田（組織） 岡次（組織） 佐々木（学術）
桜井（学術） 奥野（庶務）
欠席： 竹ノ内（学術）永原（庶務）
議事録：神谷
次第
1 開会
2

平成30年度第2回常務理事会議事録確認

3

報告事項

《承認》

1)会長
１

各県役員・支部学術部門・九州支部幹事会議
【報告事項】
(1) 平成 30、31 年度支部幹事紹介、支部学術部門長の承認
(2) 副支部長（学術部長）の選出について
・百田幹事（佐賀県臨床検査技師会）を選出
(3) 日臨技関連報告
・支部長会議報告
＊支部学会の行事対応について
次年度の開催については、支部学会の会期が重ならないように調整すること
＊支部運用マニュアルは改定していく
・第 3 回理事会報告
＊会員数が 6 万人を超えた
＊平成 30 年度は、全国「検査と健康展」を 46 都道府県で開催する
＊全国学会の予定
第 68 回 2019 年 5 月 18 日（土）～19 日（日） 下関市
第 69 回 2020 年 4 月 25 日（土）～26 日（日） 仙台市
＊都道府県ニューリーダー育成研修会派遣対応状況
必要 24 都道府県、 不要 7 県
・渉外関係報告
＊臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会（講習会 B）は、平成 29 年度から
2 年計画で実施
今後の予定：福岡県 9 月 8－9 日、熊本県 11 月 17－18 日
＊多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会
今後の予定：長崎県 9 月 8－9 日
＊都道府県ニューリーダー育成研修会
今後の予定：熊本県 平成 31 年 1 月 20 日（日）
＊検体採取等に関する厚生労働省指定講習会
九州支部の終了状況は 68.2％、福岡会場の 9 月 16 日・17 日は残数０のため、
平成 31 年 2 月 23 日（土）・24 日（日）に追加開催することになった

(4)

(5)

(6)

(7)
２

＊医療法・臨県法 施行規則の交付
平成 30 年 7 月 27 日省令交付・・・平成 30 年 12 月 1 日施行
官報 号外第１６６号 P７７～９１参照
日臨技として雛型・ガイドラインを出す予定で準備している
平成 30 年度の学術企画・支部学会運営について
＊日臨技九州支部研修会
生物化学
（佐賀県） 平成 30 年 9 月 1 日（土）～2 日（日）
臨床一般
（熊本県） 平成 30 年 8 月～10 月二日間
臨床血液
（大分県） 平成 31 年１月 26 日（土）～27 日（日）
臨床微生物 （佐賀県） 平成 30 年 11 月 17 日（土）～18 日（日）
輸血細胞治療（佐賀県） 平成 30 年 9 月 15 日（土）～16 日（日）
病理細胞
（宮崎県） 平成 30 年 12 月 1 日（土）
染色体遺伝子（福岡県） 平成 30 年 12 月 1 日（土）
臨床生理
（宮崎県） 平成 30 年 8 月 25 日（土）
総合管理
（長崎県） 日程未定
第 53 回 九州医学検査学会報告（大分県）
一般演題 108 演題、教育講演、文化講演、シンポジウム、日臨技企画、
学術部門枠（6 部門）、ランチョンセミナー8 社、一般公開講演会
第 54 回 九州医学検査学会報告（熊本県）
会期：2019 年 11 月 2 日（土）・3 日（日）
会場：熊本城ホール （建設中、2019 年 12 月全館オープン）
各県報告・各県提出議題

幹事・日臨技理事会議【16:00～17：30】
【審議事項】
(1)日臨技報告
・全体会議で報告したとおり
・初級・職能開発講習会
日程（二つの会場を連日で開催）、会場を決めて、研修会参加者を募集する。研修会の企画等
は日臨技が行う。日臨技会長等が前日入りするので 3/17 情報交換会を企画する必要がある。
平成 29 年度は、福岡県と熊本県で開催
平成 30 年度・・・大分県、宮崎県・鹿児島県合同で日程等調整する
（募集人数 50 名 開催場所 県立宮崎病院 3 階講堂）
平成 31 年度・・・沖縄県、長崎県・佐賀県合同で日程調整する
(2)部門長会議
大分で開催される日臨技九州支部医学検査学会時に部門会議を行い、次年度の研修会の計画を
検討する。日程等重ならないようにする。
(3)日臨技への要望事項について
日臨技のみ会員対策を要望する。
(4)その他
施設会員は、職場のある県に入会してもらうように指導している。
(5)次回支部幹事会日程について
10 月 5 日（金）は 14：00～B－コンプラザで開催
意見交換会は、臼杵で開催するので移動のバスの手配がある（3 人で参加予定）
8 月中に参加者を連絡する
平成 31 日 2 月 2 日（土）福岡で開催。14：00～
（宮臨技セミナーがあるので最低人数で参加する）
《承認》

2)事務局
＊受領文書55件、公文書9件を提出
＊第30回宮崎県糖尿病教育セミナー後援依頼について
名義後援承諾で回答
＊各県の認定試験等の対策状況について（鹿児島県臨床検査技師会より依頼）
宮臨技の対策状況を鹿児島臨床検査技師会へ報告
＊2018年度第6回宮崎県輸血懇話会

名義後援依頼について

名義後援承諾で回答
＊平成30年度九州支部医学検査学会座長推薦のお願い
宮臨技常務理事、研究班長・副班長から選出し報告
＊平成30年度公衆衛生事業功労者表彰（厚生労働大臣表彰）候補者の推薦について
該当者無しで回答
＊地域ニューリーダー育成講習会について
寺原副会長参加で回答
＊【情報提供】「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省令の整備に関する
省令の施行について（通知）」について
宮臨技役員へメール転送し情報提供を行った
＊次期診療報酬改定に向けたコスト調査について
常務理事、研究班長へメール転送し依頼があれば事務局で纏めて報告する
《承認》
3)庶務
＊報告事項なし
4)会計
*報告事項なし
5)組織
＊第1回都城地区研修会

決算報告書承認

第1回児湯地区、延岡地区、小林地区

予算申請書承認

＊みやざき健康ふくしまつりの予算書、参加申請書を岡次理事より作成後、参加申請を行った
《承認》

6)学術
＊平成30年度

第1回

病理・細胞診研究班生涯研修会

7月29日（日）

開催

＊平成30年度

第2回

病理・細胞診研究班生涯研修会

8月5日 （日）

開催

＊平成30年度

第3回

病理・細胞診研究班生涯研修会

8月19日（日）

開催

＊平成30年度

第2回 血液研究班生涯教育研修会

9月1日

開催予定

(土)

＊平成30年度

第1回

微生物研究班勉強会

＊平成30年度

第2回生理学研究班

生涯教育研修会

9月8日 （土）

開催予定

10月13日（土） 開催予定

＊過去学会のメインテーマ、サブテーマを参考資料として配布
《承認》
4 審議事項
＊宮臨技会誌発行について
最終校正後9月上旬には会員へ配布可能である
《承認》
＊平成30年度日臨技九州支部医学検査学会（第53回）視察について
10月5日～10月7日 視察者は各自の部門を確認し目的意識をもって視察を行う
江南病院より視察者を１名追加する
《承認》
＊地域ニューリーダー実践講習会について
10月12日～10月14日 寺原副会長が参加する
《承認》
＊みやざき健康ふくしまつりについて
平成30年11月3日（土） フローランテ宮崎にて開催予定
日臨技に公益事業として行事登録を行う 会報に協力依頼文章を同封する
メーカーへの趣意書を作成、送付する
《承認》
＊全国検査と健康展について
平成30年11月10日（土） イオンモール宮崎にて開催予定
神田理事を中心に昨年と同様の企画を検討中
会場確保の最終確約がとれていない。明日以降に最終確認する
《承認》
＊第56回宮崎県医学検査学会について
一般演題募集文書を作成し配布する予定
シンポジウムやワークショップなど各研究班へ協力依頼を行う
ランチョンセミナー医療法改正の内容でメーカーへ内諾すみ
特別講演演者を常務理事で検討する 特別講演の一般公開は行わない
学会終了後に日野浦技師の祝賀会を行う
《承認》
＊都道府県技師会ニューリーダー研修会について
平成31年1月20日(日)開催予定
《承認》
＊宮臨技セミナーについて
平成31年2月3日（日）開催予定
研究班長に連絡し早めの準備を行ってもらう
《承認》
＊初級・職能開発講習会の合同講習会開催について
鹿児島県との合同開催 3月16日：懇親会 3月17日：講習会 会場 県立宮崎病院講堂
内容 日臨技主催 募集人数 50名
《承認》
＊第55回日臨技九州支部医学検査学会（宮崎県）準備委員会について
第53回日臨技九州支部医学検査学会（大分）視察後に速やかに準備委員会を発足させる《承認》
次回常務理事会 （平成 30 年度 第 4 回常務理事会）
日程 平成 30 年 10 月 17 日（水）19：00～
会場

宮崎県立宮崎病院

2階

中会議室

