
令和 4 年度 

第 5 回常務理事会 第 2 回理事会（議事録） 

（公社）大分県臨床検査技師会  
  日  時 ： 令和 4 年 10 月 26 日（水） 18:30~20:45 
場  所 ： ホルトホール大分および WEB 会議(Zoom 会議) 

  出席 ：（現地出席者）・山下・宮本・三浦・矢野・立川・甲斐・伊賀上・八尋・曽我・金内・小松 
・佐藤（監事） 

    (Web 出席者) 丸山・渡部・濱野・那賀・宮崎・平川・河野・山崎・安藤・千崎・金丸（監事） 
欠席： なし 
出席者数確認  ：過半数を達成しており本理事会は成立することを宣言する（山下事務局長） 
 
議 長      丸山 晃二 会長    
  
  ［１］ 討議事項 

1）タスクシフト/シェア実技講習会について 
  12 月 18 日（日）大分県看護協会にて実施することとなった。 
  講師に関しては第１回同様、全講師に 12/18 にて承諾済み。 
 
2）HP 委員会設置及び委員の選任について 
  大分県技師会ホームページの作成に際し、常務理事 5 名、会員 3 名の計 8 名の 
  委員案が提示され承認された。（別紙 1） 
 
3）政策渉外関連事項等における現状把握のための調査票力施設の選定について 
  政策渉外関連事項等における現状把握のための調査票力施設（案）として提示した 
  4 施設について承認された。（別紙 2） 
 
4）日臨技貢献賞について 
  佐藤 元恭 監事を推薦することが満場一致で承認された。 
 
5）HP リニューアルについて 
  上記 2）の討議事項に伴い、新しく作成するホームページの内容について会員より広く 
  意見を伺う目的よりアンケート調査を行いたいとの要望があり、承認された（別紙 3） 
 
6）規約改定について 
   規約改定スケジュールについて 
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 
↓ 
R5．3 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 
上記のスケジュールについて、承認された 
 
7）Pocket WiFi・パソコン貸し出しについて 
   Pocket WiFi について別府医療センターへ２台貸し出し、電波状況の確認を行っている。 
 
8）70 周年記念式典について 
  開催候補日：2024 年 1 月 27 日（土）あるいは、3 月 2 日（土） 

会場案：レンブラントホテル（10/17 宮本・佐藤・丸山 3 名で訪問） 
  開催日程および会場について、承認された。 
 
9）研修会開催承認について 
  臨床生理部門（12/3）、生物化学分析部門（12/10）病理細胞・染色体遺伝子部門合同（12/17）の 

研修会について開催申請があり承認された。 
 
10）第 54 回大分県臨床検査学会について 
  2023.2 月中の開催を検討 
 特別講演（教育講演）およびシンポジウムについては検討中 
 現段階では現地参加での開催を目標 
 
11）九州地区卒後セミナー開催について 
  病理細胞部門：2023.01.28（土）予定 

染色体遺伝子部門：2023.02.23（木）予定 
 

 12）学術合同講演会について 
   2023.1 月中の開催を検討 
 学術講演および文化講演については検討中 現段階では現地参加での開催を目標 
 
 13）研修会開催時のエントリー先および Web 研修レポートについて 
   研修会へのエントリーについては日臨技のシステムを利用することを検討中 

Google form を利用したアンケートへの回答をもって、生涯教育履修点数を付与することを検討 
研修会開催申請書（様式 1）の変更（アンケート URL の記載欄の追加） 
研修会運用について、上記が提案され承認された。 



  14）大分地区研修会について 
    令和 4 年 12 月 10 日（土）  13 時 00 分～14 時 30 分 

【会場】 ZOOM による Web 開催 
① 「VRE の基礎と BD VRE 選択培地の有用性（仮）」 
②  「大分県下における VRE 検出状況（仮）」 

 
  15）地区合同講演会について 
    令和 4 年 11 月 26 日（土）   
    「病院機能評価」について日臨技 下田先生の講演 
     別府医療センター 成田副技師長の講演 
 
  16）施設連絡責任者のメール登録について 
    各施設への配布方法：事務局より添付ファイルにて一斉送信 
          連絡袋に入れることは可能か？の質問に可能であることの回答あり。 
 
  17）技師会所有物品の貸し出しについて 
    現在、文理大、へつぎ病院、佐藤監事自宅に保管されている機材について、事務所完成と共に 
    移動させる。 
    機器メンテ・修理・貸出帳簿・HP への掲載などにつき検討することを提案し、承認された。 
 
  18）検査と健康展について 
    11/23（水）『全国検査と健康展』（大分市）13：00～16：30 
     【開催場所】  明野アクロス 3Ｆ 小ホール（12：00～16：00）予約完了 

検査内容については検討中（現段階では In body、骨密度） 
※各理事に開催アナウンスをお願いいたします。 

       ※臨床検査医 山口先生に来県日程、前日からの動向を確認。 
 
  19）地区合同講演会終了後の新人会員歓迎会（仮）について 
    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    ※各理事に開催アナウンスをお願いいたします 
 
  20）企画部交流会の開催について 
    1～2 月に（仮）企画部交流会の開催 
       zoom or 対面（コロナの状況をみて） 

 ※会員と患者 会員と他職種との交流会など、ゲストは検査技師に関わらず 
 
  21）常務理事会開催曜日について 
    現在、毎月第 4 水曜日に行っている常務理事会を毎月第 4 木曜日開催に変更したい。 
    理由：正晃会議室の利用可能日を考慮 
    理事会・常務理事会開催日程変更について、承認された。 



  22）技師連盟について 
    10 月 19 日 web での会議が行われ令和 4 年・5 年連盟役員案が提示され承認された。 
    連盟活性化への取り組みとして、九州医学検査学会にて連盟ブースを設置、大分県の担当は 
    11/15（土）15：30～17：00 となった。 
    連盟ブロック会議の開催について 
       11/6（日） 12：00～13：00 久留米シティープラザにて行う。 
 
  23）事務所設立について 
    10/21（金）に行われた事務所設立委員会での内容・現在の進捗状況および今後の予定について報告。 
    提案書を提出された 4 社の内容について委員会にて討議し柴田建設（プラン 2）を推挙することを

報告した。今後、全理事へ 4 社のプランを提示し、約 2 週間の期間を設け、意見を伺うこととする。 
    見積金額について他社との競合や、必要物品まで含めた見積もりをと佐藤監事より指摘があった。 
 
  24）精度管理報告会について 
    12/11（日） 大分県医師会館にて大分県医師会精度管理報告会を行う。 
    講演内容：「新 日臨技品質保証施設認証制度について（仮）」 
    講師：滝野 寿先生（日臨技専務理事） 
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上記の件につき賛成多数で承認する。 
 

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人及び監事が次に署名する。 

 

          議    長       丸山 晃二     印 

 

      監    事       佐藤 元恭     印 

 

      監    事       金丸 和浩     印 

 



氏名 所属

黒田　雄一 中浦循環器クリニック

木元　広大 大分赤十字病院

石田　裕美 佐伯中央病院

山下　広光（理事） 大分赤十字病院

矢野　浩文（理事） 西田病院

渡部　亨（理事） アルメイダ病院

濱野　貴磨（理事） 長門記念病院

立川　良昭（理事） 大分赤十字病院

令和4・5年度　ホームページ委員（案）

資料１



都道府県技師会名： 大分県

施設内訳 施設名 病床数 連絡責任者

大病院（500床以上） 大分大学医学部付属病院 618 三浦　慎和

中病院１（200床以上～500床未満） 西田病院 244 矢野　浩文

中病院２（100床以上～200床未満） 佐伯中央病院 149 安藤　麻由美

小病院（100床未満） 曽根病院 60 中川　篤子

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

資料２
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