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議事概要記録 

開催日時 令和 2年 1月 18日（土）15：00 ～ 17：00 開催場所 
済生会和歌山病院 7

階 多目的ホール 

会議種別 令和元年度 第 5回理事会 
議長 木下博之 

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、 15名 

欠 席 者 

<敬称略> 
相根 弘史、畑 忠良  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. 令和元年度第 5回、6回常務理事会報告 

3. 事務局報告 

4. 学術部報告 

5. 経理部報告 

6. 各種委員会報告 

① 公益事業活動 

② 定款・渉外 

③ 災害対策委員会 

④ 精度管理 

⑤ 会誌編集 

⑥ ホームページ 

⑦ 会報 

⑧ 月例行事予定表 

⑨ 表彰委員会 

7. 連盟 

8.  第 40回和歌山県医学検査学会報告 

10.その他 

審議事項 

・コミュニケーション企画について 

・次年度予算案について 

決議事項 

及び 

継続事項 

 

竹中会長より開会宣言があった。 

冒頭、竹中会長より、元紀南病院に勤務されていました、角田耕造様がご逝去

され、理事会で黙とうを捧げた。 

新年のあいさつの後、次年度予算案編成の時期でもあり、メリハリの予算を組

んで、会員に還元できるように予算を審議して欲しいと挨拶があった。 

 

 報告事項  

 会長報告 

<日臨技関連> 
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 1月 11日に日臨技学会あり方検討委員会 

 1月 23-25日に 日臨技理事会、政経セミナー、連盟会議、賀詞交換会、全国幹 

事会が開催され、田中副会長と出席すると報告があった。 

 2月 8日に日臨技学会あり方検討委員会が開催されると報告があった。 

 2月 13日に日臨技災害 WG委員会が開催されると報告あがった。 

 3月 28日に日臨技理事会が開催されると報告あがった。 

<支部関連> 

2月 1日に支部幹事会が開催されると報告があった。 

<他団体関連>  

 1月 30日に知事感謝状贈呈式（田原常務理事受賞）に出席すると報告があっ

た。 

 2月 19日に知事表彰贈呈式（中村技師受賞）に出席すると報告があった。 

 

＜常務理事会報告＞ 

第 5回、6回常務理事会より 

次期役員改選について 

 選挙管理委員会より、次期役員立候補者の案内を、12月末に県下施設に配布さ

れ、令和 2年 2月 1日より 2月 21日まで受付し、無選挙の場合は 2月 22日に

メーリングリスト及び和臨技ホームページにて報告するとした。 

 和臨技永年勤続表彰該当候補者について 

   日臨技永年勤続表彰者を参考に、一般社団法人和歌山県臨床検査技師会会員表

彰規定より下記の候補者選出し承認された。   

  山本 三鈴さん、藤谷 泰明さん、森井 耕治さん、田中 規仁さん、 

平松 視也さん、山本 博子さん、大江 亨さん以上 

 定時総会時の教育講演について 

  今年度は教育講演の代わりに、施設長・検査責任者会議を行うことを報告した。 

 施設長・検査責任者会議議題について 

  ①2020年 4月より ALP及び LDが、国際臨床化学連合（IFCC）の基準測定操作法

と同一の測定法（IFCC 法）に変更することが日本臨床化学会（JSCC）により決

定された。反応性や測定値が異なることから十分な臨床側への説明が必要とな

るため、和歌山県下の施設長・検査責任者で、今後の対応や方向性をディスカッ

ションする内容で行うと報告した。 

②和臨技精度管理事業において、今年度より日臨技精度管理システム（JAMTQC）を

導入する予定のため、使用方法等の講習を行う内容と報告した。 

③和臨技精度管理事業で、精度管理調査後の解説や疑問点、改善点のサポート事業

を展開するため、事業内容の説明を行うと報告した。 

ベッドサイド実践研修会中止について 

  日臨技よりベッドサイド実践研修会中止の通達があり、研修会に対する助成金

も支給しない旨の報告より、和臨技においても中止を提案し承認された。 

医療セミナーについて 

 医療セミナーの実績を精査した結果、様々な場所で開催したが、参加者が平均 35

名程度と少なく、臨床検査に対しての認知活動としては効果が少ない。そこで、
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昨年より行っている、わかやま健康と食のフェスタでは、参加人数が約 500名と

臨床検査に対しての認知活動としては効果が大きく、費用対効果等の観点より、

わかやま健康と食のフェスタに資源を集中する方向で、医療セミナーの中止を

提案し承認された。 

定時総会時の教育講演について 

 今年度は教育講演の代わりに、施設長・検査責任者会議を行うことで報告した。 

和歌山県精度管理専門委員の推薦について 

 和歌山県精度管理専門委員を、山本須美子理事を推薦し承認された。 

令和 2年度公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業の募集につ 

いて 

次年度の申請事業は、和臨技サポート事業で承認された。 

 次年度和臨技事業日程について 

 5月 9日（土）和臨技オリエンテーションを開催することで承認された。 

 6 月 13 日（土）施設長・責任者会議及び和臨技定時総会を開催すうことで承認さ

れた。（予備日は 6月 6日（土）） 

 

事務局報告 

 9月 24日に日本医療マネジメント学会より第 15回和歌山支部学術集会への協力 

依頼があり広報したと報告した。 

9月 24日に日臨技より令和元年度災害派遣技師研修会参加の要請が各都道府県 

にあり、藤谷理事を和臨技より派遣したと報告した。                                    

9月 30日に日臨技より検体採取に関する厚生労働省指定講習会の受講促進状況 

表が届き、この講習会は昨年 12月で終了したと報告した。 

10月 9日に和歌山県より令和元年度和歌山県災害医療従事者研修へ和歌山県災 

害医療本部に災害時の参集団体でもあり、竹中会長、田中副会長、田原常務理 

事、神藤常務理事、久保理事が参加したと報告した。 

10月 18日に和歌山県より令和元年度院内感染対策講習会の受講者の推薦があり 

公立那賀病院の口広智一技師を派遣すると報告した。 

10月 30日にピンクリボン紀南よりイベント報告があったと報告した。 

11月 7日に第 7回和歌山県臨床コーチング研究会への後援依頼が承諾したと報 

告した。 

12月 2日に日臨技より令和 2年度都道府県技師会との関連事業についての書類 

が届いたと報告した。 

12月 6日に和歌山県より令和 2年度和歌山県知事表彰候補者の推薦依頼があっ 

たが対象者がないため辞退したと報告し承認された。 

12月 6日に和歌山県より令和元年度保健衛生（医事）功労者賞知事感謝状につ 

いて田原常務理事への贈呈決定書が届いたと報告した。 

12月 23日に日臨技より ベッドサイド実践研修会中止についての書類が届いた 

と報告した。                

12月 27日に和歌山県より令和元年度医療従事功労者賞について中村技師に受賞 

決定書が届いたと報告した。 

1月 6日にリレー・フォー・ライフ・ジャパン 2020わかやまへの後援依頼と顧 
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問就任依頼があり承諾したと報告した。 

1月 11日に和歌山県より和歌山県精度管理専門委員の推薦依頼があったと報告 

した。 

 

学術部報告 

 第 69回日本医学検査学会より一般演題座長候補推薦依頼があり下記の者を推薦し 

たと報告があった。 

『免疫血清』  ひだか病院  中尾 光孝 

『血液』    和歌山労災病院  根井 智佐代 

『生理』    和歌山県立医科大学付属病院  中塚 賢一 

『管理運営』  和歌山労災病院 田中 規仁 

和歌山臨床検査技師会主催による研修会・講習会・イベント等中止の判断基準につ

いて 

和歌山臨床検査技師会主催による研修会・講習会・イベント等を中止する基準を

策定するために継続審議となった。 

2020学術勉強会について 

 各研究班とも年間 3～4回の勉強会を予定していると報告があった。 

公益財団法人 黒住医学研究振興財団 小島三郎記念技術賞推薦依頼について 

 今年度は該当者なしと報告を受けて承認された。 

公益財団法人 黒住医学研究振興財団 福見秀雄賞推薦依頼について 

  今年度は該当者なしと報告を受けて承認された。 

ALPおよび LDの IFCC基準への変更における情報提供について 

ALP及び LDが、国際臨床化学連合（IFCC）の基準測定操作法と同一の測定法（IFCC 

法）に変更することが日本臨床化学会（JSCC）により決定された。反応性や測定

値が異なることから十分な臨床側への説明が必要となるため、和歌山県下の施

設長・検査責任者で情報提供を行いたいと提案あり承認された。 

 班長班員会議開催について 

  令和元年度 1月 11日に済生会和歌山病院 7F多目的ホールで開催され、参加者 

が、班長会 14名、班長班員会議 46名と報告があった。 

 

経理部報告  

特になし。 

 各種委員会報告 

 公益事業活動 

①医療セミナー 

開催日：平成 31 年 10 月 19 日（土）13:00～15:00 

場所：イオンモール和歌山 3階イオンホール 

メインテーマ「動脈硬化症」入場者数 39名と報告があった。 
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②全国「検査と健康展」 和歌山会場 

開催日：平成 31 年 10 月 19 日（土） 

場所：イオンモール和歌山 イオンホール 

入場者数 138名と報告があった。  

③HIV AIDS啓発活動及び HIV即日検査 

  開催日：令和元年 11 月 24日（日） 

場所：和歌山大学 

 参加者人数：受検者：28 名（受付者：29 名）HIV+梅毒：26 名、HIV のみ：1

名、梅毒のみ：1名スタンプラリー参加者：204名と報告があった。 

④わかやま健康と食のフェスタ 2019 

  開催日：2019年 11月 9日（土）・10日（日） 

  場所：和歌山ビッグウェーブ 

  参加者人数：11/9 物忘れ診断プログラム 77名 AGEsセンサ 200名 

11/10 物忘れ診断プログラム 69名 AGEsセンサ 154名 

  と報告があった。 

⑤和歌山県地域ニューリーダー育成講習会 

開催日：2019年 9月 1日（日）12時～16 時まで 

 場所：和歌山 JA ビル 11階 A 

実務委員は常務理事 4名で行い、参加者 7 名であったと報告があった。 

今回の講習会でまとめた意見より、次回のテーマとして、繋げていけるよう 

に考えて行きたいと報告があった。 

 定款・渉外 

  特になし 

 災害対策委員会  

開催日：2019年 12月 14日（土） 

場所：済生会和歌山病院 7階 講堂 

内容 1.和歌山県における災害医療対策 医療調整本部との関わりについて 

    2.リエゾンとロジスティックの重要性について 

    3.DHEAT活動参画への可能性について 

参加者数：会員 28名（講師 3名、賛助会員 7名、）計：37名と報告が 

あった。 

令和元年度災害対策委員会について 

 開催日：2019年 12月 14日（土） 

場所：済生会和歌山病院 7階 講堂 

内容 令和元年度災害フォーラムについて 

   令和元年度ボランティア活動ができる技師の育成活動の開催について 

   次年度活動企画について 

上記の報告があった。 

 令和元年度ボランティア活動ができる技師の育成活動の開催について 

      開催に向けて調整中であると報告があった。 
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 精度管理 

令和元年度臨床検査精度管理調査事業について 

令和元年度（第 32回）和歌山県臨床検査技師会 臨床検査精度管理調査の進捗

状況及び、今後のスケジュールの報告があった。 

令和元年度和臨技精度管理報告会について 

 日時：令和 2年 2月 15日（土） 13：45 ～ 15：45 

場所：Hotel&Resorts WAKAYAMA-MINABE 

1. 血液検査  水谷陽介技師 

2. 病理検査 阪田幸範技師 

3. 一般検査 南方博至技師 

4. 微生物検査 寺嶋優技師 

5. 輸血検査  川野友彰技師 

6. 臨床化学検査  小笠原志朗技師 

7. 免疫血清検査  前原純技師 

8. 生理機能検査  石倉美月技師 

以上の方々が発表者であると報告があった。 

精度管理システム導入説明会について 

 日時：令和 2年 2月 15日（土） 16：00 ～ 16：20 

場所：Hotel&Resorts WAKAYAMA-MINABE 

今年度より、日臨技精度管理システム（JAMTQC）を導入する予定のため、使用

方法等の講習を行うと報告があった。 

和臨技精度管理サポート事業について 

 日時：令和 2年 2月 15日（土） 16：00 ～ 16：20 

場所：Hotel&Resorts WAKAYAMA-MINABE 

 昨年度で終了した日臨技精度管理サポート事業の替わりに、今年度より、和臨 

技精度管理についてのサポート事業を行うと報告があった。 

 会誌編集 

論文 2題 

平成 31年度和臨技オリエンテーションに参加して 3題 

第 22回学術部合同研修会に参加して 3題 

平成 30年度日臨技学術奨励賞最優秀演題を受賞して等を掲載して発行すると報

告があった。 

 ホームページ  

  特になし 

 会報 

和臨技会報 73号の発刊を発行し、74号の準備をしていると報告があった。 

 月例行事予定表  

特になし。 
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その他 

 生涯教育登録時の注意時事項について 

  生涯教育を登録する際に、登録形式（参加、座長、筆頭発表者）を和歌山県 

  医学検査学会マニュアルに追記し、毎年更新して行くことを提案し承認され 

た。 

 

連盟 

活動報告があった。 

  第 40回和歌山県医学検査学会 

 開催日：令和 2年 2月 15日、16日 

 会場：Hotel & Resorts WAKAYAMA-MINABE（旧 みなべロイヤル） 

テーマ：「彩-いろどり-」 

  学会スケジュール及び演題募集数についての報告があった。 

 

審議事項 

次年度予算案について 

 田中副会長より、学術事業、公益事業、事務局費、渉外（災害）の事業計画 

 予算案について説明があり、企画内容も充実しており、また事業活動収支と

事業活動支出が収支均衡予算であったと報告があった。その後、各部門の事

業予算案を審議し承認された。 

 コミュニケーション企画について 

   現在、担当理事が不在のため、次年度の役員改選後に決定することで継続審 

   議となった。 

 

                 その他事項  

 

第 39回和歌山県医学検査学会時の生涯教育登録について 

第 39回和歌山県医学検査学会にて、学会参加形式の座長、筆頭発表者に対し

て登録に不備があり、日臨技に問い合わせたところ修正できないと報告があ

り、第 39回和歌山県医学検査学会学会長よりお詫びの表明があった。 

 

  田中副会長より、ボランティア活動ができる技師の育成活動も開催されるので協 

力してくださいと閉会の挨拶があった。 

次回理事会 

第 1回理事会 令和 2年 4月 4日（土） 

 

記録作成 令和 2年 1月 19日 氏名 神藤 洋次 提出 令和 2年 1月 24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 


