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議事概要記録 

開催日時 令和 2年 4月 6日（月） 開催場所 メール会議 

会議種別 令和 2年度 第 1回理事会 
議長 神藤 洋次 

書記 神藤 洋次 

出 席 者 

<敬称略> 

竹中 正人、田中 規仁、木下 博之、田原 靖子、神藤 洋次、栗林 伴有、久保 光史、

脇村 小津江、山本 須美子、中尾 光孝、森井 眞治、秋田 豊和、藤谷 泰明、丸澤 佳

子、大石 博晃、畑 忠良 16名 

欠 席 者 

<敬称略> 
相根 弘史  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  

次 第  

議事概要 

報告事項 

1. 会長報告 

2. 事務局報告 

3. 学術部報告 

4. 連盟 

5.  第 40回和歌山県医学検査学会報告 

6. 第 41回和歌山県医学検査学会報告 

決議事項 

及び 

継続事項 

 

竹中会長より、新型コロナウイルス感染症が全国に広がり、近畿府県より外出自粛

要請や、理事各位の感染リスクも考慮し、最良策としてメール会議で理事会を行う

と指示があった。 

 

 報告事項  

 会長報告 

  新型コロナウイルス感染症による対応の報告があった。 

<日臨技関連> 

 6月まで日臨技が行う研修会は中止と報告があった。 

<近畿圏技師会関連> 

 近畿各府県の状況の報告があった。 

京都：4月の行事は延期、5月以降未定 

福井：4月総会で書面決議を検討中 

大阪：4月、5月の行事は延期または中止。会議は感染対策をして実施 

滋賀：4月は延期。5月から開催予定 

＜常務理事会報告＞ 

 以下の 8点について、理事会メール会議にて承認事項として提示することとした。 

 内容については承認事項に記載する。 

（1）和臨技勉強会開催について 

（2）令和元年度会長賞選出について 

（3）令和 2年度定時総会役員について 

（4）第 25回病院協会学術大会ランチョンセミナー共催のお願いについて 

（5）和歌山県災害医療本部名簿について 



 

 2 / 4 

 

（6）和臨技会費滞納者（２年間）の会員喪失について 

（7）総会時の表彰者について 

（8）学術奨励賞、新人賞の受賞者について 

事務局報告 

 2月 4日に日臨技の令和 2年各賞受賞者決定があったと報告した。 

2月 14日に日臨技より第 72回保健文化賞候補者の推薦要請が該当者無と報告 

した。      

2月 17日に和歌山県理学療法士協会より、 創立 50周年記念事業に伴う後援名称 

使用依頼があり承諾したと報告した。  

3月 2日に日臨技より新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイベント開催 

の取扱い等についての書類が届いたと報告した。 

 3月 5日に和歌山県病院協会より（メディカル団体宛）演題発表者の募集（第 25 

 回学術大会）があったと報告した。 

3月19日に日臨技よりアルカリホスファターゼ及び乳酸脱水素酵素の測定法の変 

更に係る対応についての書類が届いたと報告した。 

 4月 1日に和歌山県細胞検査士会より令和 2年度.細胞検査士養成講座に対して後 

援名称使用依頼があり承諾したと報告した。  

4月 3日に和歌山県立医科大学より令和 2年度公立大学法人和歌山県医科大学医 

学振興機構助成金交付が決定したと報告した。 

学術部報告 

  2020年度学術奨励賞 新人賞 答申書の報告があった。 

 和臨技の勉強会を中止する場合は、緊急時連絡に関する運用内規を参考にしてい

ただくように、ホームページに掲載すると報告があった。 

2020年度和臨技オリエンテーションにおいて、学術ミニレクチャー担当者の紹介

があった。  

第 40回和歌山県医学検査学会 

第 40回和歌山県医学検査学会の決算書及び開催報告があった。 

 第 41回和歌山県医学検査学会 

第 41回 和歌山県医学検査学会の開催についての報告があった。 

【開催日程】 2021年 2月 20日（土）～21日（日） 

【開催場所】  橋本市内 

【宿泊場所】  ルートイン橋本（80部屋を仮予約済み） 

【運営メンバー】 

学会長    秋田豊和 （橋本市民病院） 

実行委員長  丸澤佳子 （高野山診療所） 

事務局    山崎宗計 （橋本市民病院） 

前原 純 （橋本市民病院） 

その他    調整中 

連盟 

活動報告があった。 
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承認事項 

メール会議にて下記の 7項目において行った。 

 承認事項 

（１）和臨技勉強会開催について 

5月、6月の勉強会を、開催する場合は 7月以降に行うことを要請する。 

  5月オリエンテーションは延期 

  6月施設長会議は延期 

  総会は、今後検討が必要（日臨技や近隣県の情報も参考にします） 

  5月理事会（メール会議） 

  合同研修会 中止 

  以上のように基本的に日臨技の指導に沿って 6月まで自粛する。  

（２）令和 2年度定時総会役員について 

  参考資料は、理事会資料（事務局）を参照 

  令和 2年度総会役員 

議長 

和歌山県立医科大学附属病院  吉積 修平 様 

和歌山県立医科大学附属病院  亀谷 孝志 様 

資格審査委員長 1名  

和歌山県立医科大学附属病院  森井 眞治 様   

書記    2名 

和歌山県立医科大学附属病院  堀井 結女 様 

和歌山県立医科大学附属病院  山本 綾菜 様 

議事運営委員  1名 

和歌山県立医科大学附属病院  松下 裕 様 

（３）和歌山県災害医療本部名簿について 

  現在は、和歌山県災害医療本部名簿に和臨技会長を登録している。 

和歌山県本部連絡先に、和臨技会長及び和臨技副会長両名を登録していま

す。令和 2年度の和歌山県災害医療本部名簿の登録更新依頼があり、引き続

き前年度と同じメンバーで申請する。しかし、今年度は役員改選があり、変

更が生じた時点で県本部に変更届を提出する。 

  また、有事の際、会長・副会長が出席できないときには理事会から適任者を 

選出していく。 

（４）和臨技会費滞納者（２年間）の会員資格喪失について 

   定款より下記に抜粋しました。 

（経費の負担） 

第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、 正会員 に

なった時及び毎年、 正会員 は、 総会 において別に定める額を支払う義務

を負う。 

（中略） 

（会員資格の喪失） 

第 11条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったと
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きは、その資格を喪失する。 

（1） 第 7条の支払義務を 2年以上履行しなかったとき。 

上記のことより、和臨技会費を 2年間滞納した者は、理事会承認を経ずに退会

処理を事務局は行う。 

（５）総会時の表彰者について 

 例年は、定時総会時に、和臨技永年勤続者を表彰しているが、新型コロナウイ 

ルス感染症を鑑み、総会では行わず、表彰式は中止し、賞状等を配送すること 

で表彰にかえることを案内する。 

（６）令和元年度会長賞選出について 

 表彰委員会 委員長より対象演題は 2編で審査を行った結果、今回は該当者

無しとした。 

（７）学術奨励賞、新人賞の受賞者について 

例年は、定時総会時に、学術奨励賞、新人賞を表彰しているが、新型コロナウ 

イルス感染症を鑑み、総会で行わず、第 41回和歌山県医学検査学会にて表彰

を行う方向で案内する。 

   以上の承認事項において和臨技役員全員の承認を得たことを報告した。 

                                 以上 

承認事項については、役員全員の承認が得られたことを報告する。 

 

                 その他事項  

 

次回理事会 

第 2回理事会 令和 2年 5月 9日（土）メール会議で開催する。 

 

記録作成 令和 2年 4月 13日 氏名 神藤 洋次 提出 令和 2年 4月 21日 

※ 諮問委員会で「報告書」が提出される場合、「委員会議事録」が別途作成添付される場合は

添付資料で可 


