
一般社団法人 宮崎県臨床検査技師会

平成 29年度 定期総会

日 時  : 平成 29年 5月 21日 (日 曜 日)

9時 30分～12時 00分まで (受付 9時 00分～)

会 場  : 宮崎県立宮崎病院 3階講堂
住所 :宮崎市北高松町 5-30

内 容 :

定期総会

教育講演  「検査に関わる保険請求の仕組み」

講 師  (株)ニチイ学館  増永 清子 先生

(お願い)*本総会は、会員の 1/2以上の参加が必要です。

出席できない場合、5月 18日 (木)迄に書面表決書を提出してください。

出席の方は、技師会会員証をご持参下さい。

書面表決書提出先 :宮崎江南病院 花牟祀

書 面 表 決 書

私は、平成 29年度一般社団法人宮崎県臨床検査技師会定期総会に出席できませんので、

下記のとお り表決 します。 (承認 `不承認  のいずれかを○で囲つてください)

第 1号議案 平成 28年度事業報告に関する事項について     ( 承認  ・ 不承認 )

第 2号議案 平成 28年度会計報告に関する事項について     ( 承認  ・ 不承認 )

第 3号議案 平成 29年度事業計画 (案)について

第 4号議案 平成 29年度予算 (案)について

平成 29年   月   日

会員番号

( 承認  ・ 不承認 )

( 承認  ・ 不承認 )

施設名
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一般社団法人 宮崎県臨床検査技師会

平成 29年度 定期総会議案書

日 時  : 平成 29年 5月 21日 (日 曜 日)

9時 30分～12時 00分まで (受付9時 00分～)

会 場  : 宮崎県立宮崎病院 3階講堂
住所 :宮崎市北高松町 5-30

総 会 次 第
一、開 会 の 辞
‐、会 長 挨 拶
一、議 長 選 任
一、総会役員選出

(1)書 記 任 命

(2)議事録署名人選任
一、議 案 審 議

第 1号議案  平成 28年度事業報告

事務局報告

組織理事および地区理事報告

学術理事および研究班報告

第 2号議案  平成 28年度会計報告および監査報告

第 3号議案  平成 29年度事業計画 (案)について

第 4号議案  平成 29年度予算 (案)について

その他
一、議長挨拶及び書記解任
一、閉 会 の 辞

教育講演  「検査に関わる保険請求の仕組み」

講 師  (株)ニチイ学館  増永 清子 先生

(お願い)*本総会は、会員の 1/2以上の参加が必要です。

出席できない場合、5月 18日 (木)迄に書面表決書を提出してください。

出席の方は、技師会会員証をご持参下さい。

-3-



第 1号議案  平成 28年度事業報告

(一社)宮崎県臨床検査技師会 会長  日高 忠良

<総 括 >

平成 28年度は熊本県大地震 (4月 14日 21時 26分)が発生し多く方が被災されました。当会は、日臨技から

の要請を受けエコノミークラス症候群対策のため下肢静脈血管エコー検査のできる技師を派遣 しました。 (一

社)熊本県臨床検査技師会からの要請で、会員の皆様に活動支援の一環として研修会等での募金にご協力頂き、

総額 21,642円 を熊臨技会計口座に振 り込みました。誠にありがとうございました。

今年度は、宮臨技主催で 29件の講習会・研修会を開催 しました。

宮崎県医学検査学会では(12月 18日 :(株 )ア ステム会場開催)、 九州保健福祉大学学生見学参加 と他団体参

加のシンポジウムを実施し、さらに「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」では講習内容の充実

を図りました。

公益事業では「みやざき健康ふくしまつり 2016」 「平成 28年度全国検査と健康展」を開催 し、例年と同様

多くの参加者がありました。

さて、夏の参議院議員選挙で、会員および賛助会員の皆様のご支援・ご協力により、宮島喜文 日臨技会長が

参議院議員に当選され 8か月が過ぎましたが、具体的な活動として、政府の健康・医療戦略推進本部令の基づ

き「ゲノム医療等の実現 。発展のための具体的方策」について、検査技術に対する精度管理や安全性に対応で

きるよう「医療法」「臨技法」の一部改正を閣法として提出する準備を進めています。また、業務範囲拡大の

一環として会員の皆様に検体採取講習会への参加をお願いしていますが、当会の講習会修了者は現時点で 310

名の方が既に受講済みです。

関連団体との連携では、宮崎県 CKD対策推進会議と宮崎県プライマリ・ケア研究会へ参加 しました。

今後、日臨技の卒後教育の一環 として、eラ ーニングを活用した自己学習支援システムの推進および全国共

有コンテンツの展開に伴い、自己キャリアアップを支援するため迅速な情報公開に努めます。会員および賛助

会員の皆様には、今後とも、宮臨技発展のため、更なるご支援・ご協力を賜 りますようお願い申し上げます。

平成 28年度  事務 局活 動報 告

事務 局長   花 牟濃  富美雄

宮崎県臨床検査技師会会員ならびに賛助会員、関連団体の皆様のご協力により、平成 28年度宮崎県臨

床検査技師会の活動を無事に終えることができましたこと誠に感謝いたします。平成 28年度は、新任 と

して 3名 の常任理事、5名 の地区理事、また、2名 の研究班長を迎えての技師会活動ではありましたが、

前任者 との引き継ぎも滞 りなく行われ、研修会後の情報交換会等の開催も含め、知識や技術の向上だけで

はなく会員間の親睦も深められたものと考えます。

さて、事務局では理事会を 6回、理事・地区理事 。研究班長合同会議を 1回開催 したほか、メール会議

等を活用 し情報伝達や協議を行いました。日臨技の都道府県技師会専用サイ ト新会員管理システムは戸惑

うところもありますが、何 とか無難に運用できています。当会の会員数は平成 26年 3月 404名 でしたが、

1贋調に増加 してお り471名 (平成 29年 4月 10日 現在)と なつてお ります。現役員の任期はあと 1年あり

ますが、次期役員 として活躍 してくださる会員の方が増えることを願つてお ります。

平成 29年度も、宮臨技活動へのご支援 とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

◇平成 28年度宮崎県臨床検査技師会定期総会

平成 28年
6月 5日 (日 )

宮崎県立宮崎

病院

3F講堂

教育講演
「感染症対策における臨床検査技師の役割」

講師 宮崎大学医学部

内科学講座免疫感染病態学分野

教授  岡山 昭彦  先生

議案審議

第 1号議案 平成 27年度事業報告

第 2号議案 平成 27年度会計報告/監査報告

第 3号議案 定款の一部変更について

第 4号議案 平成 28年度・29年度役員 (案)に

参加者

359名

(正会員数

455名 )

参加 71名

書面表決書

288名

基礎 30
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ついて

第 5号議案 平成 28年度事業計画 (案 )

第 6号議案 平成 28年度予算 (案 )

◇常任理事会における主な報告・審議事項

日時・会場 主な内容

第 1回常任理事会

平成 28年

5月 23日 (月 )

19:00-21:00
宮崎県立宮崎病院

3F小会議室

参加 11名

(報告事項)

1)平成28年熊本地震に対応するため、日臨技熊本地震災害対策本部 (本部長官島喜文)よ り

臨床検査技師派遣依頼があつた

2)平成27年度会計収支決算書および平成28年度予算案に関して監事による監査が実施され承

認 された

3)平成 28年度検査と健康展は 11月 27日 (日 )宮崎イオンモール 2階イオンホール仮予約

4)平成 28年 6月 5日 (日 )(一社)宮崎県臨床検査技師会平成 28年度定期総会開催する

5)平成 28年 6月 19日 (土)平成 28年度 日臨技九州支部会議に出席する

6)行事 。文書について
。宮崎県福祉保健部医療薬務課より、平成 28年度 「宮崎県医療功労者知事表彰」候補者の

推薦について依頼があり、 該当者無 しで回答した
。宮崎地域糖尿病療養指導士認定機構より「宮崎地域糖尿病療養指導士認定試験のための講

習会ならびに宮崎地区糖尿病療養指導士認定試験の開催案内および協力依頼があつた
。宮臨技賛助会員、広告掲載申込に 22社 申込があり、14社は返答待ちである

7)会員の推移 452名 (5月 20日 現在 )

8)平成 28年度宮崎県臨床検査技師会地区理事が 5名 変更予定である

9)血液研究班研修会 2回の企画書を承認 した

(審議事項)

1)平成 28年度官臨技定期総会の準備について

2)平成 27年度宮臨技会長賞について

3)平成 28年度常任理事、地区理事、研究班長合同会議について

4)宮島よしふみ後援会への入会推進について

常任理事・地区理

事・研究班長合同

会議

平成 28年

6月 5日 (日 )

12:30-14:00
宮崎県立宮崎病院

3F講堂

参加 23名

(報告事項)

1)平成 28年 10月 8日 (土)・ 9日 (日 )、 佐賀県で日臨技九州支部医学検査学会が開催される

2)電磁的方法等により議決権を行使 し、日臨技定期総会の成立に協力をお願いする

3)理事および定款変更に伴 う手続きについて説明、必要書類の回収協力をお願いした

4)新理事 。研究班長に個人情報等の取扱いに関する誓約書を提出してもらい、日臨技都道府

県会員管理システムの事務権限、学術権限を付与した

5)理事研究班長メー リングリス トについて説明し、連絡先一覧の確認、修正等を依頼 した

6)地区活動費、研究班活動費を配付 した

7)講演料等の領収証の書き方について説明した

8)宮臨技における研修会の企画、申請、開催、実施報告等の手順について説明した

9)日 臨技生涯教育助成対象研修会の企画、申請、開催、実施報告等について説明した

(審議事項)

1)官臨技役員推薦委員 (児湯地区)について緒方浩幸 技師が転勤されたため、後任に前児湯

地区理事 原田聡美 技師 (川 南病院)を推薦されたので承認 した

第 2回常任理事会

平成 28年

7月 29日 (金 )

19:00-20:45
宮崎県立宮崎病院

3F小会議室

参加 10名

(報告事項)

1)平成 28年 6月 18日 に日臨技定時総会、6月 19日 に日臨技九州支部幹事会・連絡会議に出

席した。日臨技九州支部会議では、熊本県会長より熊本地震時の対応等説明があつた

2)宮崎県保健福祉部より照会があつた公衆衛生功労者表彰候補者、平成 29年春の叙勲候補者

等については、今回推薦を見送つた

3)行事 。文書について  (受領文書 91件、公文書発送 11件 )

4)会員の推移 468名 (7月 28日 現在)

5)毎年 8月 に開催される宮崎県小児糖尿病宿泊講習会は、今回協力要請が無かつたので宮崎

県臨床検査技師会としての会員の派遣を見送る

6)地区研修会 (児湯 :日 臨技申請、日南、延岡)を承認した

7)精度管理用血清 (九州ロット)の作成に会員を派遣した

8)精度管理用に九州ロット200セ ットを購入する

9)検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会を開催する

(審議事項)
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1)宮崎県臨床検査技師会会誌について

2)みやざき健康ふくしまつ りについて

3)全国検査と健康展について

4)第 54回宮崎県医学検査学会について

5)宮臨技新入会員研修会について

6)日 臨技のみ会員の研修会参加費について

7)日 臨技連盟宮崎県支部役員 (会計、会計代行者)について

8)熊本地震における熊本県臨床検査技師会活動への協力について

9)官臨技事務所にある多数のポスター等の処分について

第 3回常任理事会

平成 28年

9月 14日 (水 )

19:00-20:45
宮崎県立宮崎病院

2F中会議室

参加 12名

(報告事項)

1)平成 28年 9月 22日 (木)に実施される熊本地震エコノミークラス症候群フォローアップ

ー斉検診に 3人を派遣する

2)平成 28年度宮崎県プライマリ・ケア研究会・講演会 出席する

3)平成 28年度公衆衛生事業功労者表彰 (厚生労働大臣表彰)候補者推薦について、宮崎県健

康づくり協会 坂梨朱美技師を推薦する

4)行事・文書について  (受領文書 49件、公文書発送 10件 )

5)会員の推移 471名 (9月 12日 現在 )

6)熊本県臨床検査技師会熊本地震関連活動への募金について

7)みやざき健康ふくしまつ り2015 について

8)全国 「検査 と健康展」について

9)平成 28年度官臨技会誌を 9月 末に、会員宛に発送する

10)第 54回宮崎県医学検査学会は平成 28年 12月 18日 (日 )アステム宮崎支店にて開催する

11)検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会を平成 29年 1月 21日 ～22日 に開催する

(審議事項)

1)全国 「検査 と健康展」について

2)第54回宮崎県医学検査学会について

3)検査説明 。相談ができる臨床検査技師育成講習会について

4)これだけは知つておきたい宮臨技セミナー (新入会員研修会)について

5)日 臨技連盟総会について

第 4回常任理事会

平成 28年
11月 15日 (火 )

19:00-20:45
宮崎県立宮崎病院

3F小会議室

参カロ8名

(報告事項)

1)平成28年9月 24日 (土)宮崎県プライマ リ・ケア研究会世話人会に出席 した

2)平成28年 10月 7日 (金)日 臨技九州支部幹事会議・連絡会議に出席 した

3)日 臨技地域ニュー リーダー研修会については寺原孝弘理事が参加 した

4)行事 。文書について  (受領文書53件 、公文書発送12件 )

5)会員の推移 471名 (11月 15日 現在 )

6)延岡地区研修会、小林地区研修会の報告を承認 した

7)都城地区研修会の申請を承認 した

8)みやざき健康ふくしまつ り2016は、肺機能123名 、アルコールパッチテス ト200名 、エコー

体験117名 、クイズ266名 、アンケー ト144名 の参力日があつた

9)日 臨技九州支部医学検査学会時に開催された技師連盟の会議に神谷副会長が代理で出席 し

た

10)第5回病理・細胞診研究班生涯教育研修会の申請を承認 した

11)第54回宮崎県医学検査学会の一般演題は9題応募があつた

(審議事項)

1)全国 「検査 と健康展」の進捗状況について

2)第 54回宮崎県医学検査学会準備について

3)検査説明 。相談ができる臨床検査技師育成講習会について

4)これだけは知つておきたい宮臨技セミナー (新入会員研修会)について

5)日 臨技九州支部幹事会および支部内連絡会議について

第 5回常任理事会

平成 29年
2月 6日 (火 )

19:00-20:45
宮崎県立宮崎病院

3F小会議室

参加 9名

(報告事項)

1)平成 29年 1月 28日 (土)日 臨技全国幹事会出席 した

2)平成 29年 2月 4日 (土)日 臨技九州支部会議出席 した

3)宮臨技会員の検体採取講習会履修者数は 310名 (65.7%)である

4)平成 28年度公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰に坂梨朱美技師を決定する通知があつた

5)第 66回 日本医学検査学会一般演題座長に、宮臨技会員より3名推薦 した

6)行事・文書について  (受領文書 67件、公文書発送 14件 )

7)会員の推移472名 (2月 6日 現在 )
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8)全国検査と健康展について報告 した

9)第 2回都城地区、第 2回延岡地区、第 2回 日南地区研修会の決算・事業報告書を承認 した

10)第 2回児湯地区、第 2回小林地区、第 2回都城地区研修会企画予算書を承認 した

11)第 5回病理・細胞診研究班生涯教育研修会、第 2回生理学研究班研修会、第 4回血液学的

研究班研修会の決算・事業報告書を承認 した

12)第54回宮崎県医学検査学会が終了した

13)検査説明・相談ができる臨床検査技師要請講習会が終了した

14)官臨技新入会員研修会が終了した

15)第 3回生理学的研修会の企画・予算書、第 6回病理・細胞診研究班の企画・予算書を承認

した

(審議事項)

1)平成 29年度官臨技定期総会について

2)日 臨技からの病棟業務実施施設調査依頼について

3)鹿児島県臨床検査技師会からの共用基準範囲導入調査依頼について

4)日 臨技主催の認知症対応力向上講習会事業について

5)日 臨技連盟加入率推進依頼について

第 6回常任理事会

平成 29年
3月 29日 (水 )

19:00-20:35
宮崎県立宮崎病院

2F中会議室

参加 8名

(報告事項)

1)日 本臨床検査技師連盟から連絡があった立て看板については事務所に置くことにした

2)日 本赤十字血液センターと献血血液の譲渡に係る契約を締結 した

3)長崎県臨床検査技師会より日臨技九州医学検査学会一般演題募集の連絡があった

4)行事 。文書について  (受領文書 31件、公文書発送 6件 )

5)日 臨技からの病棟業務実施施設調査依頼については、条件を満たす施設は無かつた

6)会員の推移471名 (3月 26日 現在 )

7)本県臨床検査技師会の熊本地震に関する活動に対して、宮臨技研修会で集まつた募金

21,642円 を送金する

8)児湯地区研修会、小林地区研修会、都城地区研修会の報告を承認 した

(審議事項)

1)平成29年度宮臨技定期総会について

2)平成29年度第1回 日臨技九州支部幹事会 。支部内連絡会議について

3)公益 目的支出計画について・・・継続審議とする

組織理事活動報告及び地 区活動報告

副会長 (組織 )神谷 英輝

はじめに、平成 28年度の組織活動、地区活動にご協力頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。

まず、表彰委員会推薦 として、宮崎県健康づくり協会の坂梨朱美技師が公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰

に、日高忠良会長が臨床衛生検査業務功労者厚生労働大臣表彰候補者として日臨技推薦申請されたことは当会

として、また会員の大いなる励みとなることであり大変喜ばしいことです。

公益事業活動としては、宮崎地区理事の上坂浩司技師を実行委員として平成 28年 11月 3日 にみやざき健康ふ

くしまつり2016に 参力日し、肺機能検査、アルコールアレルギー検査、臨床検査技師体験、パネル展示等に会

員 14名 が参加 し850名 の方に臨床検査を体験して頂きました。また、日臨技助成事業として、平成 28年 11

月 27日 に全国検査と健康展を宮崎県健康づくり協会の神田一夫組織理事を中心に会員 23名 が参加 し、宮崎

ICLS普及委員会との共催にて開催 し、みんなができる心肺蘇生法、頸動脈エコー検査、下腿静脈エコー検査、
ヘモグロビン推定値測定、体内糖化度測定、臨床検査体験尿試験を行い、がん予防啓発コーナー、医師、管理

栄養士の協力を得て健康相談コーナー、栄養相談コーナーも設けて入場者 376名 と大盛況に終わることができ

ました。毎年、市民の健康への関心が高まり、公益事業を継続する必要性を再認識 しました。一般社団法人の

法人資産償却事業として今後、継続していかなければなりませんので、多くの会員の参加をお願いします。日

臨技「生涯教育推進研修会助成金」の制度が変更となり、地区研修会においても日臨技推進事業に登録を行い

活発な活動が行われております。今後ますますの会員のご協力をお願いします。また、会員の皆様への迅速な

情報の提供の為に、今後もホームページの充実も図つていきます。組織活動は会員のための組織づくりや、新

規会員の発掘などを積極的に展開し、組織理事と地区理事の連携を強化しながら関連団体や行政機関とともに

公益事業等に積極的に取り組みます。
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◇日臨技助成事業

平成 28年 11月 27日 (日 ) イオンモール宮崎 2階
イオンホール特設会場

全国 「検査と健康展」2016 会員 23名

来場者 376名

◇延岡地区  地区理事  小野 文誠

◇児湯地区  地区理事  新原 由布子

◇宮崎地区  地区理事  上坂 浩司

◇都城地区  地区理事  植山

平成 28年
8月 27日 (上 )

医療法人

伸和会

共立病院
2階会議室

第 1回延岡地区勉強会
1、 「尿検査のピットフォールについて」

講師 :栄研化学株式会社

河野 秀行 先生

会員 14名 コ妻Fl―-20

平成 29年
1月 21日 (土 )

泉和会

千代田病院

3階研修室

第 2回延岡地区勉強会

1、 「田V再活性化 と高感度 llBsAg定量試薬の有用

性」

講師 :富士レビオ株式会社

石橋 光路 先生

会員 14名 コ妻Fl―-20

平成 28年
7月 23日 (土 )

医療法人

宏仁会

海老原総合病院
lFデイケア室

第 1回児湯地区研修会

1、 「検査技師として知つておきたい院内感染

対策」～結核を中心に～

講師 :(株 )ク リ劫ルヽ
°
ソロシ―゙ラホ

゛
ラトリー

宮崎研究所 前田 佳子 技師

会員 14名 豪FF]―-20

平成 29年
2月 25日 (土 )

医療法人

宏仁会

海老原総合病院
lFデイケア室

第 2回児湯地区研修会

1、 「′い電図・不整脈の基礎」

講師 :日 本光電九州 (株)南九州支店

藤原 成基 先生

会員 16名 旱妻Fl―-20

平成 28年

11月 3日 (祝

木)

フローランテ

宮崎

みやざき健康ふくしまつ り2016

<体験コーナー>
1、 親子エコー検査体験(117名 )

2、 肺機能検査 (123名 )

3、 アルコールアレルギー検査 (200名 )

<ク イズ>臨床検査の仕事はどれ etc?(266名 )

<ア ンケー ト>(144名 )

<パネル展示>
臨床検査技師になるには etc?

会員 14名

その他

1名

来場者数

850名

基礎-20

平成 28年
11月 24日 (木 )

都城医療
センター

教育研修棟

第 1回都城地区研修会

生化学検査においてデータの見方・考え方

講師 阿部 雅仁先生 (栄研化学)

R―CPC症例検討

講師 串間 千里技師 (藤元総合病院)

佐々木 高太郎技師

(都城健康サービスセンター)

緒方 浩幸技師 (都城医療センター)

会員 38名 コ早Fヨ
ーー20

平成 29年

3月 9日 (木 )

都城医療
センター

教育研修棟

第 2回都城地区研修会

講演 l R―CPC症例検討

講師 宮内 沙耶香技師 (都城市郡医師会病院)

講演 2 遺伝子検査の基礎 と今後の展望

講師 片山 和秀先生

(ロ シュ・ダイアグノスティックス株式会社)

会員 23名 耳妻F5--20

-8-



◇小林地区  地区理事  岡田 良博
平成 28年
10月 21日 (金 )

小林市立病院大

会議室

第 1回小林地区研修会

1、 「血液検査のピットフォールについて」

講師 :シスメックス株式会社 福岡支店

学術サポー ト課 櫻井 捺加 先生

会員 12名 耳妻F]―-20

平成 29年
3月 3日 (金 )

小林市立病院

大会議室

第 2回小林地区研修会

1、
「ヘ リコバクターピロリ検査について」

講師 :国民健康保険 高原病院

岡田 良博 技師

2.「症例検討」 (サ ラセミアを疑つた 1症例)

講師 :小林市立病院

英輝 技師

会員 19名 耳妻Fヨ
ーー20

◇日南地区  地区理事  岩満 由利子

平成 28年
8月 18日 (木 )

宮崎県立

日南病院

第二会議室

第 1回 日南地区研修会
「輸血検査の基礎」

講師 :宮崎県赤十字血液センター 事業部

学術・品質情報課 主事 酒井 和也 先生

会員 14名 耳妻F5--20

平成 29年

1月 26日 (木 )

宮崎県立

日南病院

第二会議室

第 2回 日南地区研修会
「′い電図の ABC」

講演 1「虚血性心疾患の心電図」

講師 :宮崎大学医学部附属病院 検査部

尾方 美幸 技師

講演 2「不整脈心電図の実際」

講師 :宮崎大学医学部附属病院 検査部

鈴木 千代子 技師

会員 15名 豪議F5--20

学術理事及び研究班活動報告

副会長 (学術)守田 政宣

平成 28年度は各研究班の研修会が活発に行われた事に対し、企画をしていただいた研究班長の皆さまに感

謝いたします。今年度は日臨技生涯教育推進研修が 18企画、微生物検査研究班には日臨技九州地区卒後研修

会を開催していただきました。その他、第 54回宮崎県医学検査学会、新入会員研修会、検査説明相談ができ

る検査技師育成、精度管理事業等の企画を実施する事ができました。新入会員研修会に関しては次年度も引き

続き実施する予定ですので企画に要望等がありましたら研究班長または学術理事に申し付けください。

日本臨床検査標準化協議会 (基準範囲共用化委員会)に よる共用基準範囲の採用率は低く、多くの施設で採

用頂くよう引き続きお願い致します。

また、日本臨床検査標準化協議会 (」CCLS)よ り販売されている、多項目実用参照物質 (JCCLS MaCRM Lot.001)

は 1本で生化学検査 30項 目の正確さが確認でき、安価であるため利用価値が期待されますので、是非 」CCLS

のWを参照下さい。日臨技精度保証施設認証の取得も含め会員の皆様のご協力をお願いいたします。

◇第54回宮崎県医学検査学会    学術担当副会長 守田 政宣

日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 28年

12月 18日 (日 )

株 式 会 社 ア ス

テム

教育講演
「医の倫理の基礎 :

患者データの取 り扱いについて」

講師 宮崎大学 医学部

社会医学講座 研究倫理支援分野

岩江 荘介 先生

シンポジウム
「熊本地震での災害医療の現状と課題」

1.熊本地震でのDVT検 診活動報告

臨床検査技師としての役割と貢献

宮崎市郡医師会病院 上原 幸城 技師

参加者

114名

会員 92名

学生 9名
賛助会員
10名

その他 3名

早妻F号
-20

-9-



宮崎市郡医師会病院 上坂 浩司 技師

2.熊本地震における

宮崎大学医学部災害派遣チームの活動報告

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター

田中 勉 副看護師長

3.宮崎県 DPAT先遣隊としての活動について

社会医療法人同心会 古賀総合病院 看護部

松浦 義論 病棟師長

4.熊本震災支援で見たこと 。学んだこと
。伝えたいこと ～DVT検診に参加 して～

宮崎大学医学部附属病院 検査部

武田 恵美子 技師
一般演題

1.cup likeを 認めた AllLの 1例

宮崎大学医学部附属病院 検査部

山脇 円華
2.当院で経験 したデング熱の一症例

済生会 日向病院 臨床検査室

木村 しお り

3.当 院で経験 したたこつぼ型心筋症における心

電図変化

宮崎大学医学部附属病院 検査部

岩崎 早耶

4.ス テロイ ド治療にて完全房室ブロックが消失

した心サルコイ ドーシス

宮崎大学医学部附属病院 検査部

濱松 香純

5.当 院における経カテーテル的大動脈弁置換術

(TAVI)の経験

宮崎市郡医師会病院 臨床検査科

中村 裕一

6.質量分析装置導入が当院における微生物検査

業務及び感染症診療へ与える影響

宮崎県立宮崎病院臨床検査科

佐多 章

7.C.DIFF QUIK CHEKで CD抗原 (+)、 トキシン()
を示した検体におけるBDマ ックス CDIFFを用い

た遺伝子検査の有用性

宮崎大学医学部附属病院 検査部

松浦 成美

8.輸血後感染症実施率の実態調査 と実施率向上
への取 り組み

社会医療法人 泉和会 千代田病院

野峙 裕史

9.μ TAS Wako i30の 導入効果

宮崎県立延岡病院 臨床検査科

宮本 真由美

学術担当副会長 守田 政宣

日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 29年
2月 5日 (日 )

宮崎県立宮崎

病院

3F講堂

講演 1.一般検査 「一般検査 とは」

古賀駅前クリニック 高橋 敏裕

講演 2.輸血検査 「輸血検査の基礎・注意点」

千代田病院 野崎 裕史

講演 3.生化学検査
「生化学検査の基礎 と注意′点」

参加者

53名

会員 49名

賛助会員

1名

基礎 20

◇新入会員研修会

-10-



宮崎市立田野病院 緒方 良一

講演 4.細菌検査 「細菌検査の基礎

(グ ラム染色を中心に)」

宮崎江南病院 篠峙 寿好

ランチョンセミナー

協賛メーカー :ロ シュ・ダイアグノスティックス

日臨技新入会員研修 (ニュー リーダー研修会・

日臨技 。日臨技連盟紹介・DVD)

済生会 日向病院   寺原 孝弘

宮崎江南病院 花牟膿 富美雄

(株)ル・ベーシック  奥野 吉克

講演 5.病理・細胞診検査
「病理検査と病理細胞診研究班活動について」

宮崎大学医学部附属病院病理部 黒木 栄輝

講演 6.血液検査 「検査結果を考える」

都城健康サービスセンター 佐々木 高太郎

講演 7.生理検査 「宮崎の生理学検査の ABC」

西都児湯医療センター 岡次 恵美

その他 3名

◇検査説明。相談ができる臨床検査技師育成講習会   担当理事 竹ノ内博之

日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 29年
1月 21日 (土 )～

1月 22日 (日 )

株 式会社 アス

テ ム宮崎営業

所

<ビデオ放映>
。「検査説明 。相談のできる技師育成に取 り組む意

義について」

講師 日本臨床衛生検査技師会会長

宮島 喜文 技師
。「臨床検査技師による検査説明・相談に期待する

もの」～病院管理者の立場から～

講師 青梅慶友病院 院長

木村 満 先生
。「実践から学ぶ 2」 検査説明研修会実例紹介

講師 飯田市立病院 臨床検査科長

費原 正明 先生

<講演>
。「看護師の患者接遇 と医療安全」

～共有する思いや りの心～

講師 宮崎大学医学部附属病院 看護師長

新谷 真美 先生
。「患者のこころを理解する」

講師 宮崎大学医学部附属病院 臨床心理士

武井 優子 先生
。「患者指導に活かすコーチング」

講師 ジョンソンアンドジョンソン株式会社

鈴木 孝 先生
。「臨床医 ?の検査診断と説明」

講師 宮崎大学医学部附属病院

地域医療連携センター センター長

鈴木 斎王 先生
。「R――CPC」

講師 地域医療機能推進機構諫早総合病院

菖蒲 巧 技師
。検査説明 。相談の模擬演習

講師 宮崎大学医学部附属病院

竹ノ内 博之 技師

守田 政宣  技師

参加者 12名

会員 12名

その他 0名

耳妻Fヨ
ー20
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◇精度管理事業    学術担当副会長 守田 政宣

日付 会 場 内容 参加人数 点数

平成 28年
7月 9日 ～10日

大分県立病院

臨床検査技術

部

精度管理試料作製 (九州ロット)実技研修会 学術担 当副

会長

生物化学班

長

会員 2名

平成 29年
3月 11日

宮崎 県企 業局

1階「県電ホー

ル」

【第 29回 (平成 28年度)宮崎県医師会 臨床検査

精度管理調査勉強会 】
血液 。一般 。生物化学研究班合同
1.メ ーカープレゼンテーション

これから求められる精度管理と

外部精度管理プログラムTIQcOnに ついて

講師 :ロ シュ・

ダイアグノスティックス株式会社

本田 豊 先生
2.講演  「正しい検査値を出すためには 」

産業医科大学 臨床検査 。輸血部 科長

早原 千恵 先生

3.第 29回 宮崎県医師会

臨床検査精度管理調査の解析報告

①生化学検査部門

都城健康サービスセンター 田中康弘 技師

②血液検査部門

宮崎県立日南病院 久方 倫子

③尿検査部門

[尿定性]   藤本中央病院 宮崎 悠太

[尿沈澄フォ トサーベイ]

宮崎市郡医師会病院 伊豆 哲朗

参加者

106名

会員 83名
医師  2名
看護師 5名

その他 16名

基礎-20

平成 29年
3月 7日

平成 28年度 第 1回宮崎県臨床検査技師会精度

管理調査
29施設

◇微生物検査研究班   班長  武田展幸

日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 28年

9月  10日
9月  11日

土

日

1日 目

宮 崎 ホ テ ル

」ALシテ ィ

2日 目

宮崎県立宮崎

病院

【日臨技九州支部卒後研修会 】
1日 目

講義 一般菌塗抹・培養検査について

沖縄県立中部病院 臨床検査科

講師 :人幡 照幸 技師

講義 薬剤感受性検査について

熊本大学医学部附属病院 医療技術部

講師 :大隈 雅紀 技師

講演 感染対策について

宮崎大学医学部附属病院 感染制御部

講師 :福 田 真弓 看護師長

2日 目

実習 フォ ト形式による実習と解説講演

講演 寄生虫検査の最近の動向

宮崎大学医学部感染症学講座寄生虫学分野

講師 :丸 山 治彦 教授

参加者

56名

会員 56名

車妻Fヨ
ーー20
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平成 29年
3月 25日 (土 )

宮崎市郡医師

会臨床検査セ

ンター

【第 2回 微生物研究班研修会 】

講演 1.「認定臨床微生物検査技師制度を受験して」

宮崎大学医学部附属病院 検査部

川上 恵  技師

講演 2. 「抗酸菌検査の現状について」

極東製薬工業株式会社

葛原 繁明 先生

参加 者 24

名

会員 22名

その他 2名

耳妻Fヨ
ーー20

◇輸血検査研究班

◇生物化学検査研究班

班長 坂元 あい子

班長 緒方 良一

日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 29年
1月  28日 (土 )

宮崎大学医学

部附属病院検

査部 会議室

【第 1回生物化学研究班勉強会】
1. 「当院における IS015189認定取得

までの流れ

れたこせ

～生化学検査室に求めら

ヒ～」

宮崎大学医学部附属病院 検査部

猪崎 みさき 技師

2.   「Down Timeを 最小限に」

アボ ッ トジャパン株式会社 サー ビス本部

釘尾 慶宏 先生

参加者 17名

会員 14名

早妻F号
―-20

◇一般検査研究班 班長 高橋 敏裕

◇生理研究班 班長 岡次 恵美

日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 28年
11月 5日 (土 )

宮崎県立病院
2階会議室

【第 1回一般検査研究班 生涯教育研修会】
座長 古賀駅前クリニック 検査科 高橋 敏裕技師

講演 1.「尿定性検査の誤反応と確認方法」
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス

渡辺 浩先生

講演 2.「一般検尿 ～腎臓内科医の頭の中～」

宮崎大学医学部附属病院 第一内科

山下 靖宏先生

参加者 31名

会員 31名

耳妻Fl-20

日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 28年
8月 27日 (土 )

潤和会記念病

院 N館 2階大

会議室

【第 1回生理学研究班 生涯教育研修会】

講演 1.心電図～初級から中級～

西都児湯医療センター 河野 郁美 技師

講演 2.熊本市避難所における臨床検査技師として

の役割と貢献特にDVT検診について

宮崎市郡医師会病院 上原 幸城 技師

宮崎市郡医師会病院 上坂 浩司 技師

参加者 36名

会員 34名

非会員 2名

車妻F]-20

平成 28年

12月 4日 (日 )

宮崎県立宮崎

病院

【第 2回生理学研究班 生涯教育研修会】

①音響工学の基礎、装置の原理と調整、

ドプラの基礎、安全管理などについて

講師 :株式会社 日立製作所 マーケティング本部

岡田 一孝 先生

②ハンズオンミニレクチャー

循環器領域講師 :漬田助貴 技師

(ソ ノサポー ト代表)

消化器領域講師 :武田恵美子 技師

(宮崎大学医学部付属病院 検査部)

参加者 20名

会員 20名

コ妻Fヨ
ー20
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平成 29年
2月 18日 (土)

潤和会記念病

院 N館 2階大

会議室

【第3回生理学研究班 生涯教育研修会】
講演 1.剛蛍波検査の基本』
潤和会記念病院 人木 和広 技師

講演 2.『 PSG検査の基本』
潤和会記念病院 人木 和広 技師

講演 3.『手根管症候群と糖尿病性ニューロパチーの

電気診断 ―神経伝導検査を中心に―』
国際医療福祉大学 片山 雅史 准教授

参加者 23名

会員 22名

その他 1名

導早Fヨ
ー20

◇血液検査研究班   班長 佐々木 高太郎
日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 28年
6月 17日 (金 )

県立宮崎病院

3階講堂

【第 1回 血液研究班 生涯教育研修会

―症例検討会 1】

末梢血・骨髄像を中心に症例検討 。解説

※各症例解説および鑑別疾患の提示解説

講師 症例 833県立宮崎病院 石神 カロ納子 技師

症例 825宮崎大学病院 高木 覚 技師

症例 826県立延岡病院 釘宮 弘子 技師

参加者 27名

会員 27名

耳書F号
-20

平成 28年
7月 2日 (土 )

県立宮崎病院
3階講堂

【第 2回 血液研究班 生涯教育研修会】

講演 1.「末梢血の見方・考え方 」

講師 :県立延岡病院 引地 恵一 技師

講演 2.「遺伝子検査をもつと身近に」

アークレイマーケティング株式会社

講師 :神原 浩 先生

講演 3.シーメンス株式会社学術講演

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス

講師 :鷲尾 隆志 先生

講演 4.「 骨 髄 像 の着 眼 と細胞 同定 の秘策 」

福岡大学医学部腫瘍血液感染症内科

講師 :阿南 建一 技師

参加者42名

会員 42名

耳妻F号
-20

平成 28年
10月 28日 (金 )

県立宮崎病院
3階講堂

【第 3回 血液研究JIE生涯教育研修会
二症例検討会 2】

末梢血・骨髄像を中心に症例検討・解説

講師 症例 836宮崎大学病院 橋倉 悠輝 技師

症例 837県立宮崎病院 野中 真由美 技師

症例 829古賀総合病院 中馬 千紘 技師

参加者 24名

会員 24名

耳妻F]-20

平成 29年

1月 28日 (上 )

アステム宮崎

支店

2階会議室

【第 4回 血液研究班 生涯教育研修会】

講演 1.多項目自動血球分析装置の測定原理と

データの見方
シスメックス株式会社

講師 :櫻井 捺加 先生

講演 2 全自動血液凝固測定装置の測定原理と

検査のピットフォール

シスメックス株式会社

講師 :江り||一寿 先生

講演 3 敗血症の新しいガイ ドラインとトピックス

株式会社LSIメ ディエンス

講師 :依田 尚文 先生

講演 4『血液形態検査における標準化の

普及に向けて』

好中球系細胞における新分類基準と

白血球目視分類の共用基準範囲

都城健康サービスセンター

講師 :佐々木 高太郎 技師

参加者 26名

会員 26名

耳妻F520

平成 29年
3月 10日 (金 )

県立宮崎病院

3階講堂

【第5回 血液研究班 生涯教育研修会
一症例検討会 3】

参加者 25名

会員 25名
耳曇Fヨ

ー20
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日付 会場 内容 参加人数 点数

平成 28年
6月 26日 (日 )

潤和会記念病

院 N館 2階
大会議室

【第 1回病理細胞診研究班 生涯教育研修会】
「細胞検査士に知つておいてほしい解剖学的・

病理学的な知識」

婦人科領域 :県立宮崎病院 島尾 義也 先生
「細胞診標本におけるスクリーニングのすすめ方」

子官頸部 :県立日南病院 福田 早織 技師

子官体部・卵巣 :古賀総合病院 白濱 幸生 技師

参加者 27名

会員 27名

その他 1名

コ妻F号
-20

平成 28年
7月 31日 (日 )

県立宮崎病院

2F 中会議

室

【第 2回病理細胞診研究班 生涯教育研修会】
「細胞検査士に知つておいてほしい

解剖学的・病理学的な知識」

呼吸器領域 :県立日南病院 木佐 貫篤 先生
「細胞診標本におけるスクリーニングのすすめ方」

呼吸器 :宮崎大学医学部附属病院 野口 裕史 技師

消化器 :潤和会記念病院 猪股 美佳 技師

参加者 24名

会員 24名

その他 1名

耳妻F]-20

平成 28年
8月 11日 (木 )

県立宮崎病院

2F 中会議

室

【第 3回病理細胞診研究班 生涯教育研修会】
「細胞診標本におけるスクリーニングのすすめ方」

泌尿器 。甲状腺 : 宮崎市郡医師会病院

寺田 一弥 技師

乳腺・リンパ節 :宮崎江南病院 花牟祀富美雄 技師

体腔液・軟部骨 :国立都城医療センター

植山 雅彦 技師

参加者 22名

会員 22名

耳妻Fl-20

平成 28年
10月 1日 (土 )

潤和会記念病

院 N館 2階
大会議室

【第 4回病理細胞診研究班 生涯教育研修会】
「光学顕微鏡の基礎知識と

過去の一次試験問題の解説」
オリンパス株式会社 萬治 慶介 先生

「細胞検査士資格認定試験フォト試験対策」

宮崎大学医学部附属病院 徳満 貴子 技師

宮崎県健康づくり協会 金永 知子 技師

県立宮崎病院 本田 裕子 技師

宮崎江南病院 森 智子 技師

県立日南病院 佐野 亜由美 技師

参加者 23名

会員 23名

導妻F弓
-20

平成 28年

11月 27日 (日 )

宮崎大学医学

部付属病院

病 院 病理 部 カ

ンフ ァ レンス

ル ー ム

【第 5回病理細胞診研究班 生涯教育研修会】
「細胞検査士資格認定試験二次試験対策」

宮崎大学医学部附属病院 大野 招伸 技師

宮崎大学医学部附属病院 黒木 栄輝 技師

県立延岡病院 長友 明彦 技師

宮崎県健康づくり協会 金永 知子 技師

宮崎市郡医師会病院 寺田 一弥 技師

古賀総合病院 白濱 幸生 技師

国立都城医療センター 植山 雅彦 技師

藤元総合病院 串間 千里 技師

参加者 18名

会員 18名

コ妻F]-20

平成 29年
2月 11日 (土 )

潤和会記念病

院 N館 2階
大会議室

【第 6回病理細胞診研究班 生涯教育研修会】

講演 1「 日常業務から探る病理検査ひと工夫」

日常業務の問題点から再考した染色、

封入装置の運用事例

講演 2「体腔液細胞診について」

体腔液細胞診、セルブロックの合理的作製など

講師 公立昭和病院 臨床検査科 担当係長

濱り|1真治 技師

参加者 26名

会員 26名

耳昇Fヨ
ー20

講師 症例 830県立宮崎病院 吉田 万恵 技師

症例 831宮崎大学病院 高木 覚 技師

症例 832県立延岡病院 ラ1地 恵一 技師

◇病理細胞診検査研究班 班長 寺田 一弥
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事業活動収支の部

生涯教育推進研修(日 臨技)

生涯教育研修会、検査説明・相談
のできる臨床検査技師育成講習会

第 2号議案 平成 28年度会計報告および監査報告

平成28年度会計収支決算書

平成28年4月 から平成29年3月 まで

+目
予算額 決算額 差異 備考

科 目 中 科 目

F栗質更出 279000C 2556575 233425

100

21000C 8097n 1,90,7
18000C 1500011 3000C

生涯教育研修 600,00C 813,500 -213,500 生涯教育研修会、検査説明・相談
のできる臨床検査技師育成講習会

これだけは知っておきたい宮臨技」セミナー

3000C 0

225211 34789 ふくしまつり

300 九

220.00C

50000C 440772 59,,8 全 国 給 杏 ル健 康 居 開 催 晉 用

36000C 56756C -20756C

0

言埋 貿 文 出 2748987
7,000
17000C 13398C
45000C _臨再 会 議

25000C 294441 -44441

2000C 28512 -8512 体 ユ ニ ット

84278 -34278 トナー代など

,000〔

16.03C

8000C 77721
30120C 30120C
3100C 3206C の傷 害 保 険

80,000 香 :
ヽ花 輪 な ど

3900圧 県 民 税・固 定 資 産 税・ E口 紙

266021 -46021

10480〔 22531C 41b

菜 |

11043〔

弄 額 (A) -5851

投資活動収支の部
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平成28年度  正味財産増減計算書内訳表

(平成28年 4月 1日 から平成29年 3月 31日 まで)

科 目

実施事業等会計 その他の会計

法人会計 合計

宮崎県臨床検査

制度管理事業
曽尿病予防啓チ

夕やぎき健康″ 全国検査と健康瘍

一般正味財産増減の部

1事業活動収支の部

に)経 常収益

入会金収入

入会金収入

会費収入

正会員会費収入

広告収入

賛助会員会費収入

補助金等収入

地方公共団体補助金収入

事務受託収入 (日 臨技 )

全国検査と健康展事業 (日 臨技 )

新人研修会

生涯教育推進研修会助成金 (日 臨技 )

雑収入

受取利息収入

雑収入

経常収益計

●)経常費用

事業費

九州支部医学検査学会負担金支出

学会 講演会支出

研究班活動助成金支出

地区活動助成金支出

生涯教育研修会費支出

検査説明 相談のできる臨床検査技師育成講習会支出

新人研修会活動助成金

調査研究費支出

予防 啓発事業費支出

精度管理事業支出

糖尿病・CKD関連事業支出

全国検査と健康展支出

官臨技会誌発行費支出

諸謝金支出

雑支出

管理費

給料手当支出

会議費支出

旅費交通費支出

通信運搬費支出

減価償却費

消耗什器備品費支出

消耗品費支出

修繕費支出

交際費支出

光熱水材費支出

事務所管理費支出

保険料支出

慶弔費支出

租税公課支出

支払報酬支出

雑支出

計上費用計

当期経常増減額

2経常外増減の部

に)経常外収益

経常外収益計

②経常外費用

固定資産除去損

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

正味財産期末残高

35,10(

500,00(

13,500

3,811,00C

392,00C

31,00(

392,000

74,100

697,000

225,211

133,9811

225,211

133,980

195,883

84,278

16,03(

266021

389,28`

-70,98〔

-510,84:

-58182(

-10,108

-889654 -812,702 -479,40〔

-271,20'

-2,763,58'

-108,50(

-7,461,97`

59,22`

247,751

306,98(

-7,214,22:

-7,263,49`

23,221,961

389,28`

13,515,35,

1390464(
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目
コ
〓

I 資産の部
流動資産
現金預金

現 金
普通預金
未収金

流動資産合計
固定資産
その他固定資産

建物
什器備品
土地

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
仮受金

流動負債合計
負債合計

Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

9,218,507

633
9,217,874

47.500

8,264,165

332,705
7,931,460

75.000

954,342
△ 332,072
1,286,414

△ 27.500
9.266.007 8.339.165 926.842

4,160,330

16,851

4,142,000

4,321,070

51,994
4,142.000

△ 160,740

△ 35,143

0

8,319,181 8,515,064 △ 195.883

8.319.181 8.515.064 △ 195.883

17.585.188 16.854.229 730。 959

194,400
3,464,500

21.642

3,320,500

18,372

194,400

144,000

18,372

21.642

3.680.542 3.338,872 341,670

3,680,542 3,338,872 341,670

13.904.64C 13.515,357 389,289

13,904,64C 13,515,357 389,289

17,585,188 16.854.229 730.959

貸  借  対  照  表

平成 29年 3月 31日 現在

法人名 :一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

注      記

1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償去,の方法

建物 ・̈定額法によつている。
什器備品 ・̈定額法によつている。

(2)消費税等の会計処理
税込方式によつている。

2.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高            (単 位 :円 )

科 目 取得価額 減価 償却 累計額 当期末残 高

事  務  所 5.358,000 1,197.670 4,160,330
′

|
計 5,358,000 1.197.670 4.160.330

[芝 パ ソ コ ン 146,350 146.349

i士 通 パ ソコン 134.800 117.950 16.850

ノ 計 281.150 264。 299 16,851
「 務 所 敷 地 4.142,000 4,142,000

/j、 計 4,142.000 4.142.000
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一般社団法人 宮崎県臨床検査技師会

会 長  日高 忠良 殿

監査報告書

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会定款第 5章第 23条及び第 7章第 36条の規定に基づき、

平成 28年度事業費の遂行及び会計処理について、平成 29年 斧 埋熟 に監査を行いました

ので報告 します。

監査意見

会務・事業計画は円滑に遂行され、現金出納帳・総勘定元帳は正確に記載されており、証

拠書類及び領収書も完備 しています。

予算執行にあたっては一層の引き締めと適切で合理的な運営を行つていく必要がありま

す。全体として技師会の運営及び会計処理ともに良好であつたと認めます。

平成29年 争感
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公益 目的支出計画実施報告書に関する監査報告書

一般社団法人 宮崎県臨床検査技師会

会 長  日 高  忠 良 殿

私たち監事は、平成28年4月 1日 から平成29年3月 31日 までの事業年度における公益目

的支出計画実施報告書を監査 した結果、以下のとお り報告いたします。

1.監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図 り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席 し、理事及び使用人等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応 じて説明を求め、重要な決裁書類等

を開覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書について検

討いたしました。

2.監査の結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の

実施状況を正 しく示 しているものと認めます。

平成 29年 4月 25日
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第 3号議案  平成 29年度事業計画 (案 )

臨床・衛生検査技師の倫理の高揚、並びに社会的資質の向上を図るとともに、検査技術の研究開発・

生涯教育に努め、もつて臨床・衛生検査の普及啓発、県民医療、公衆衛生の向上に寄与するために、次

の事業を行 う。

1.臨床・検査に関する調査研究・普及啓発事業

2.臨床・衛生検査技師の生涯学習及び学術研鑽並びに倫理高揚を目的とする研修会を開催する事業

3.臨床・衛生検査技師の社会的資質の向上に関する事業

4.機関誌の発行
1)官臨技会誌 年 1回発行

2)官臨技会報 年 12回発行

3)定期総会議案書 年 1回発行

5。 その他、会の目的を達成するために必要な具体的事業

1)臨床検査の精度管理・標準化事業 (公益事業 1)

・宮崎県医師会精度管理事業
。日本臨床衛生検査技師会臨床検査データ共有化事業
・九州臨床検査精度管理研究会事業
・宮崎県臨末検査技師会精度管理事業

2)地域保健への参加に関する事業
。みやざき健康ふくしまつ りへの積極的な参加、協力 (公益事業 2)

。がん制圧、乳がん撲滅に関する公益事業参加、協力
・プライマリ・ケア研究会に関する関連事業参加 と協力

・宮崎県慢性腎臓病 (CKD)対策推進会議に関する関連事業参加 と協力

・全国検査と健康展宮崎会場の開催 (11月 )

3)生涯教育の理念に基づき、各研究班 。各地区は積極的に研修会等の事業を実施する

研究班 :微生物検査、生物化学検査、血液検査、一般検査、病理・細胞診、

生理検査、輸血検査の 7部門

地 区 :宮崎、延岡、児湯、小林、都城、日南地区の 6地区

理事会 :宮臨技セミナー

4)第 55回宮崎県医学検査学会の開催

5)日 本臨床衛生検査技師会平成 29年度事業計画 (都道府県技師会関連)への協力

-21-



第 4号議案  平成 29年度予算案 (案 )

平成29年度 予算案

事業活動収支の部 平成29年4月 から平成30年 3月 まで

予 宣 粕 弄 塁

大 科 目 中 科 目

275000( 279000C
10000C 学 会 /総会 ヽ講 演 料 、謝 金

21000〔 21000C 7111

地 区

新 規

70000〔 60000C

3000( 3000C
25000( 26000C 、(l´ ■つじj

20000( 30000〔 -10000C

5000( 22000〔 -17000C

E口 漏11物

管理費支出 ,R3550〔 ,6,600〔
7,000f 務 職 昌

17000〔 30.000 理 事 会・

5000C ど

25000( 電話・ネ ット・切 手

1用 品 な ど

型剛
5000C -400C

8000C 8000( 事 務 所 の 電 気・上 下 水 道

30120C
3300C 200C 事務職員の

ヽ花 輸 な ど

犀 騨・ 日 常 響 産 群

-20000 群 理 士

104禽 0〔 4150〔 種 訂 田 曇

差 額 (A)

5.585.50C

投資活動収支の部
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