平成30年度 宮臨技第4回常務理事会

議事録

日時： 平成30年10月17日（水） 19:00～21:00
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）
小山田（会計主） 徳満（会計副） 神田（組織） 岡次（組織） 竹ノ内（学術）
佐々木（学術） 桜井（学術） 奥野（庶務） 永原（庶務）
欠席： 佐多（事務局次長）
議事録：奥野
次第
1 開会
2

平成30年度第3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・九州支部各県理事・幹事会議報告
平成 30 年 10 月 5 日（金）14:00～16:30
別府ビーコンプラザ 第 5 会場
【報告事項】
(1) 日臨技第４回理事会の説明（佐藤支部長）
(2) 日臨技渉外関連報告（丸田常務理事）
・研修会の開催状況、災害対応等について説明
・平成 31 年度の検体採取等に関する厚生労働省指定講習会は 9 月の開催予定
新卒者を対象にしたいので、既卒者は出来るだけ平成 30 年度２月に受講をお願いしたい
・平成３０年度初級・職能開発講習会状況
＊平成 29 年度開催済み 福岡県・熊本県
＊平成 31 年３月 16 日（大分県）、3 月 17 日（宮崎県・鹿児島県合同）
＊平成３１年度 長崎県・佐賀県・沖縄県にて予定
・平成３０年度臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会について
＊熊本県・長崎県・福岡県にて開催
・平成 30 年度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
＊熊本県・長崎県にて開催
・都道府県技師会リーダー育成研修会について
＊福岡県・長崎県・熊本県（平成 31 年１月 20 日予定）
宮崎県（平成 31 年 1 月 19 日・20 日予定） 大分県開催予定
・地域ニューリーダー研修会について
＊平成 30 年 10 月 12 日～15 日 静岡県熱海市にて開催予定
(3) 認定関連報告（西浦執行理事）
・認定病理検査技師精度認定試験日変更について
＊平成 30 年 11 月 18 日から 12 月 16 日へ変更
・認定心電図検査技師制度資格更新・特例措置について
＊更新のための特例措置
1）平成 30 年から４年間の間に更新する予定者は、4 年後までに資格講習研修会を
受講するものとし、それ以降の研修会は行わない

2)更新単位を満たしていない資格更新研修会の未受講者より、更新延免申請時には
平成 30 年度更新者については、1 年間の延免を認める。それ以降の更新者については
各更新年度までに資格更新研修会を受講することとする
3)資格更新研修会は、更新予定者数を考慮して年に数回行うこととする
4）上記内容を次年度４月より開始する
・認定組織を整理するため、平成 30 年度認定センター協議会（第１回）を開催する
(4) 平成 30 年度九州支部研修会について（百田学術部長）
＊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）
開催済み
臨床一般
（熊本県） 平成 31 年 1 月 26 日（土）～27 日（日） 開催予定
臨床血液
（大分県） 平成 31 年 2 月 23 日（土）～24 日（日） 開催予定
臨床微生物 （佐賀県） 平成 30 年 11 月 17 日（土）～18 日（日）開催予定
輸血細胞治療（佐賀県） 平成 30 年 9 月 15 日（土）～16 日（日） 開催済み
病理細胞
（宮崎県） 平成 30 年 12 月 1 日（土）
開催予定
染色体遺伝子（福岡県） 平成 30 年 12 月 1 日（土）
開催予定
臨床生理
（宮崎県） 平成 30 年 8 月 25 日（土）
開催済み
総合管理
（長崎県） 平成 31 年１月または 2 月を予定にて準備中
(5) 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
大分県担当準備状況説明
(6) 第 54 回 九州医学検査学会準備報告（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）
テーマ：結んで開こう
サブテーマ：挑もう新たな扉
(7) 各県報告・各県提出議題
（8）日臨技・支部への要望事項等
日臨技のみ会員への対応を検討する
（9）支部学会は 9 月・10 月・11 月で行う
12 月は難しい
他の支部と日程が重ならないようにするのは非常に難しいが、他の支部が決定する前に
決めて、日臨技へ情報を提出する方が良い
（10）検体採取講習会の日程については、次年度までは開催しないといけない
九州支部は、次年度１回（9 月）は開催するが状況をみて追加開催するか決定する 《承認》
2)事務局
＊受領文書39件、公文書10件を提出
＊福岡県臨床検査技師会より九州支部病理細胞診部門研修会延期の案内
宮臨技会報にて回覧
＊大分県臨床検査技師会より心電図セミナー案内
宮臨技会報にて回覧
＊大分県臨床検査技師会より九州支部学会の御礼文書
＊日臨技より検体採取等に関する講習会の受講促進のお願い
宮臨技HPにアップ
＊宮崎県栄養士会に「全国
＊ICLS普及委員会

検査と健康展」実施に伴う人材派遣依頼

九州地区事務局長に「全国

検査と健康展」実施に伴う人材派遣依頼《承認》

3)庶務
＊会員数

486名

入会申請

無し

平成30年10月16日現在

《承認》

4)会計
*報告事項なし

《承認》

5)組織
＊平成30年度

第1回

延岡地区

生涯教育研修会

9月15日

（土）

開催

＊平成30年度

第1回

小林地区

生涯教育研修会

9月21日

（土）

開催

＊平成30年度

第1回

日南地区

生涯教育研修会

10月25日 （土）

開催予定
《承認》

6)学術
＊平成30年度

第2回 血液研究班生涯教育研修会

9月1日

＊平成30年度

第1回

9月8日 （土）

開催

＊平成30年度

第2回生理学研究班

10月13日（土）

開催

＊平成30年度

第3回

血液研究班生涯教育研修会

9月8日（土）

開催

＊平成30年度

第2回

輸血研究班勉強会

＊平成30年度

これだけは知っておきたい宮臨技セミナー

＊平成30年度

初級・職能開発講習会（宮島会長・横地副会長講師）3月17日（日） 開催予定

微生物研究班勉強会
生涯教育研修会

(土)

開催

11月3日（土）

開催予定

2月3日（日）

開催予定

《承認》
4 審議事項
＊みやざき健康ふくしまつりについて（11月3日 土）開催予定
16名参加で対応予定 10月19日（金）に最終会議に岡次理事が参加
《承認》
＊全国検査と健康展について（11月10日 土）開催予定
現在、参加者を募集中 検査技師の仕事内容についてのDVD放映を検討している
《承認》
＊第56回宮崎県医学検査学会および日野浦技師 瑞宝双光章受賞祝賀会について
演題の応募が1題のみで、あらためて会員に周知する
日野浦技師祝賀会については、会員に参加応募文書を送付済み
《承認》
＊都道県技師会リーダー育成研修会について
寺原副会長および竹之内理事にて研修内容を検討する
《承認》
＊宮臨技セミナー（2月3日 日）開催予定
各研究班長に講演依頼を行う
《承認》
＊初級・職能開発講習会の合同講習会（鹿児島県）について(3月17日)開催予定
3月16日午後に宮島会長が来県し、懇親会開催 17日に鹿児島県との合同講習会開催予定
《承認》
＊第55回日臨技九州支部医学検査学会（宮崎県担当）準備委員会について
主な委員は常務理事が努め、他の会員にも依頼予定とする
《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 11 月 28 日（水）19：00～
会場

宮崎県立宮崎病院

2階

中会議室

