
令和 4 年度 

第 4 回常務理事会議事録  
（公社）大分県臨床検査技師会 

 
 日時 ：令和 4 年 9 月 28 日（水） 18：30～21：00 
 場所 ：ホルトホール大分+WEB 会議（Zoom） 
 出席者：丸山、山下、宮本、濱野、渡部、矢野、三浦、立川 
 欠席者：なし 
 
[1]報告事項 
 1）各部報告 
  ①会長 
 ＜経過報告＞ 
・9 月 4 日（日）新人研修会 
・9 月 5 日（月）宮島会長報告 
・9 月 11 日（日）大分県理学療法士協会創立 50 周年記念式典・講演会                              
・9 月 15 日（木）顧問挨拶（高橋先生・加島先生） 
・9 月 22 日（木）日臨技理事会事前レク 
・9 月 24 日（土）日臨技役員勉強会、第 4 回理事会・理事研修会→宮島会長意見交換会 
・タスクシフト・シェア参加費の成金について 
・10 月 1 日より、全国学会（群馬）一般演題募集開始 
＜今後の予定＞ 
・10 月 6 日（木）-8 日（土）IFBLS 2022（韓国）→2024 年開催未定、2026 年日本誘致検討中 
・10 月 9 日（日）RFL、日田健康祭り 
・10 月 16 日（日） 大分県薬剤師会 安東会長叙勲受賞祝賀会 
・  〃    大分県作業療法協会設立 10 周年記念式典・講演会 → 山下副会長 
・10 月 17 日（月）レンブラントホテル訪問（宮本・佐藤・丸山） 
・11 月 4 日（金）九州支部幹事会 
・11 月 5 日（土）- 6 日（日）日臨技九州支部学会 
・11 月 22 日（火）日臨技理事会事前レク 
・11 月 23 日（水）日臨技第 5 回理事会    
・  〃   検査と健康展 
・令和 5 年 1 月 28 日（土）沖縄県技師会創立 70 周年記念式典・祝賀会 
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②副会長 
・Web 環境調査（案）について 
 下記の内容について、インターネット上でアンケートを取ろうと思います。 
 対象は、理事全員の予定です。 
 検討が必要な点は、下記のとおりです。 
「ポケット Wi-fi を貸与するか否かは、（3）の回答のみで判断するか？」 
  「ほかに条件を付けるか？」「質問事項の追加は？」 

 
・規約改定スケジュール(案)について 
10 月中に、「定款」と「組織運営規程」の照らし合わせ（宮本） 
10 月常務理事会にて、各部新旧対照表を配付（宮本→各部長など担当） 

規約改正委員会  業務分担する。例えば、 
学術：山下・濱野・立川・三浦・尾越  組織・企画：宮本・山下・矢野・渡部・甲斐 
11～12 月中に、各部内での検討、素案の作成、とりまとめ 
12 月常務理事会に素案の上程～R5．1 月常務理事会などで検討 
R5．2 月常務理事会 最終承認  3 月理事会 提案   
R5．4 月 or 5 月 総会前、理事会にて最終承認   総会可決後、諸規定の作成 
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 ③事務局 
九臨技（九州支部） 
・令和 4 年 11 月 4 日（金）九州支部連絡責任者会議（丸山、宮本、山下、立川） 
・令和 4 年 11 月 5 日（土）6 日（日）2022 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 65 回） 
 
大分臨技 
・常務理事・理事パソコン（回収済み 予備 2 台あり） 
・8 月 28 日（日）第 2 回タスクシフト実技研修会 中止（延期）  
・9 月 11 日（日）（公社）大分県理学療法士協会 創立５０周年記念公開講演及び記念式典 
        丸山会長出席 
・10 月 16 日（日）（公社）大分県薬剤師会会長 安東哲也氏 叙勲祝賀会 丸山会長 
・10 月 16 日（日）（公社）大分県作業療法協会  
大分県作業療法協会創立４０周年・大分県作業療法士連盟設立１０周年 
合同記念講演並びに記念式典 山下副会長 
 
事務所設立・技師連盟 
・事務所設立に関して（継続審議） 
  対応意思を示した 4 社より図面等の資料が届き、事務所設立委員会委員へ配布、10/17～ 
  10/21 のいずれかで会議を行い、委員会としての意見をまとめ来月の理事会で報告予定。 
・連盟事業活性化への取り組み（継続審議） 
  11/6（日）12：00～13：00 久留米シティープラザにて連盟ブロック会議を行う。 
  （丸山、立川 出席） 
  九州医学検査学会にて連盟ブースの担当依頼があり、11/5 15：30～17：00 で依頼を行 

った。（担当：立川） 
 ④学術 

・開催申請のあった研修会について 
臨床一般・病理細胞・臨床血液・臨床生理すべて承認 

・研修会開催時の申し込み方法について 
「日臨技のシステム」を利用することとします。 
参加者の管理がしやすい、一斉メールを送信することができる、などのメリットが 
ある。与えられる権限によっては、各種個人情報も閲覧できてしまう可能性もあるため。注 
意して利用する。 
・Web 研修会レポートについて 

アンケート（グーグルフォーム）への回答をもって生涯教育の履修単位を付与することと 
する。部門ごとにアンケートをカスタマイズし、研修会開催の申請をする際に、申請書の 
アンケート URL 記載欄にアクセス先 URL を記載してもらえれば、事務局が zoom とリ 
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ンクさせてくれる。 
※上記案件につきましては、10 月開催の理事会で承認をいただいた後からの運用開始 
 

・大分県学会について 
2 月開催で準備を開始する。 
現段階では県学会の開催日は未定。「開催日は 2 月、場所は未定」で募集要項を配信 

・学術合同講演会について 
例年、1 月中旬～下旬に開催 
学術講演と文化講演の 2 本立て 
賀詞交歓会については今年度も開催しない 

 
 ⑤経理 
  10 月 5 日（水）経理会議（羽生会計事務所）  
 
 ⑥組織 
 連絡・討議・確認事項・要望 
1．常務理事会報告 
・新人・新入会員研修会(9 月 4 日開催) 
  組織部の概要説明(7～8 分)、矢野組織部長が勤務のため曽我が代理出席 
  各地区新人の方を中心に声掛けお願いします 
  ・タスクシフト 
    参加者 50 名に満たない場合は開催できない 
    日臨技管理のため大分県技師会に決定権は無い 
    入金があれば 50 名切っても開催は可能(今回は入金人数が 50 名を下回っていた) 
    入金分は返金しないが、次回以降に持ち越しが可能 
2．メールアドレスに関して 
現状個人情報の観点から各個人に承諾を得てからの実施になると思われます 
事務局もメールアドレス取り扱い及び利用に関する誓約書を日臨技に取られている 
 
《常務理事会からの提案》 

1）各地区で地区理事のメールアドレスが記載された定型文書（雛形は共通の物を  作
成）を施設に送付し、了解の上返信にてメールアドレス一覧を作成する。 
2）全県の施設連絡者宛に上記と同じような文面を送付し、了解の上で担当地区理事へ送信
いただき、メールアドレス一覧を作成する。 
注）担当地区以外の施設連絡担当者へ各地区理事のメールアドレスが伝わる 
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1）、2）どちらの場合も担当地区以外のメールアドレスは保有しないよう明記する 
組織部としては 2 案で対応するよう事務局に問い合わせる 
今回を契機に各施設連絡者が年度末に送付する仕組みを作ってはどうか 
地区理事は、未提出施設に問い合わせ（チェック）する仕組みはどうか 
 
3．Pocket Wi-Fi について 
技師会より使用についての問い合わせがあります。必要な時は都度申し出てください 
経費削減の方針で無理に使用しなくて良いです 

 
4．その他 

・県西の地区委員の件 
候補者から了承得ました。今後理事会で承認を得ます 

・企画から RFL などの企画がありますのでご協力をお願いします 
・地区活動の件 
  地区委員の方と協力して企画開催お願いします 
  大分地区より 

地区研修会で県外技師の講演を予定（資格取得体験記） 
旅費などの詳細な規定は再度確認します メーカーでも可能 

 
⑦企画 
・進捗状況 
10/9（日）第 24 回日田市健康福祉まつり（日田市） 
⇒日田市よりコロナウイルス感染拡大にてまつりでの屋内イベントの中止が決定しました。 
 
10/9（日）RFL JAPAN 大分（大分市）14：30～17：30 
     開催は昨年度同様にチームテントなし、参加者は事前申し込み 
     今年度は参加人数の制限は行いません。 
9/27 参加申し込みは 14 名 RFL 事務局への申込期限は 9/30 
※会員への再度参加呼びかけをおこなうか？ ※理事の参加者の確認 
 
11/23（水）『全国検査と健康展』（大分市）13：00～16：30 
      （検査医）兵庫県登録衛生検査センター 山口宏茂先生 日臨技より連絡あり  

   開催場所について    
明野アクロス 3Ｆ 小ホール（12：00～16：00）予約完了 
※広報活動をどのように行うか？ 
※山口先生の移動手段、宿泊手配などは？大分臨技にて手配？  技師会としては関与しない 
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・企画案 
11/26（土）地区合同講演会 

⇒ 終了後 レクリエーションとして zoom にて懇親会の開催 
  時間 19：00～21：00 場所 zoom 
    『（仮）新人、新入会員歓迎会』  
   対象：大分県臨床検査技師会全会員  
※申請書の作成は必要か？ 
   ※レクリエーションは生涯教育制度の対象か？   ⇒不要 
 
・その他 
 大分県保健医療団体協議会（医団協）      

令和 4 年度『元気フェア』中止に伴う代替の企画案について 
【趣旨】 

今回は私どもも、人を集めないで行う、初めての企画となりました。 
クロスワードを親子で解いたり、答えを出すために検索したりすることで、興味関心を持っ
ていただき、理解していただくきっかけになればと思います。医療団体の皆様にもご協力い
ただき、ロングスパンで福祉・医療への理解のきっかけづくりにできればと思います。 

【クロスワードについて】 
・医療団体ごとに４問提出していただきたいと思います。 
※できれば各団体の特徴となるキーワードやイメージしやすい単語がよい 
※問題ごとの組み合わせは研修センターがおこないますので、問題と答えをセットに作成 
・答えとなる文字は３～６文字以内でお願いします。 
・クロスワード問題の提出期限は８月２３日（火）とする。 

【職業紹介：クロスワードの企画の流れ】 
1)当会の各団体より、クロスワードの問題、解答の作成。 
2)大分県民の対象者へ、クロスワード付の葉書を送付。 

  ※対象者がどの様な方なのかは現在不明。今後確認しご連絡いたします。 
 3)対象者に葉書が送られて来たら、クロスワードを回答、研修センターに送付。 
  ※クロスワードの回答をする際に、各団体のホームページ等を確認(アクセス)しないと 
   答えられない様な問題にすると職業を周知にもつながるかと思います。 

4)抽選で様々な景品が当たる。 
※景品準備のため、対面でのげんきフェアの時と同じ額を当協議会から研修センターへ支

払います。 
その他）・実施期間：10 月～12 月までの間で実施（準備次第で変更あり） 
・保健福祉団体協議会としては、クロスワードの問題と解答の作成を行う。 
・葉書や景品の送付などは研修センターが行う。 
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＜検討事項＞ 
・HP リニューアルについて 
 現在選定されている委員に加え女性委員を数名加える方向で調整 
・70 周年記念式典について 
 10/17 レンブラントホテル訪問 
・役員推薦委員・選挙管理委員 WEB 会議について 
 日程調整を行う 
・常務理事会開催曜日について 
 開催日程を毎月第 4 水曜日から木曜日へ変更（11 月より） 
・九州学会参加募集への協力について 
 事前登録への協力要請 
・技師会所有物品の貸し出しについて 
 貸出書式の必要性 

ホームページへの記載が必要？   （来月の理事会で報告） 
・議員連盟（今後、議員との関り）について → 滝野専務理事 
 他団体の動向を確認する 
・アフターコロナの技師会活動について 
・政策渉外関連事項等における現状把握のための調査協力施設の選定について 
 申請書類が到着し次第検討 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請・承認＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
         

11 月 21 日（月） 臨床生理部門研修会 「脳波について（仮）」 
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

次回開催 10 月 26 日 （水） 
 
     議事録作成         立川 良昭   印 
 
     議   長         山下 広光   印 
 
 
 

 


