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今年度の新入・転入会員研修会は 9月 9日（金）午

後 6時～９時、京都教育文化センター３Ｆに於いて開
催され、新入会員１２名、理事・班長・会員１８名、

講師＆ＮＰＯ法人スタッフの３名が参加しました。 
 
今回の講演は、「かかりつけ医の必要性」のタイトル

で NPO 法人医療情報の開示を推進する会の代表理事
の石塚眞里氏に「かかりつけ医の必要性」のタイトル

で講演をお願いしました。 
「医療情報の開示を推進する会」を設立した経過、

活動内容、ホームページの Kyoto Medical Net の説
明などを話され、なぜ、かかりつけ医が必要なのかを

体験を通して講演されました。 
研修会の内容は、最初に京都府臨床衛生検査技師会

清井会長から挨拶があり、今後の医療を取り巻く厳し

い状況の中で、新入会員に対して技術の研鑽のみなら

ず、もっと大きな視点で医療を考えていくことなどや、

新入会員の将来が明るく、魅力的な技師会になる様に

会員一同努力する必要があると話されました。次いで、

事業部部長芦田理事から京都府臨床衛生検査技師会の

活動内容について、学術部部長山口理事が今年京都で

開催された第 54 回日本医学検査学会を例にとり、全
国学会の取り組みや近畿地区医学検査学会、京都府臨

床衛生検査技師会での各研究班の学術的な取り組みに

ついて説明していただきました。 
 
 
 
 
 
 

 
第７回 新入・転入会員 

研修会開催！ 
親睦が始まる前に湯浅日臨技理事より、今年の 4月
に改正された臨床衛生検査技師法の説明があり、今後

も引き続き法改正に向けて日臨技が取り組んでいくこ

とも報告されました。 

9 月 9日 

（金） 

会員同士の親睦を深めるために企画した、クイズに

よる京臨技の各研究班の紹介をするクイズグランプリ

の時間になりました。担当理事が知恵を絞り考えだし

たクイズです。テーブル対抗形式で行われ、毎年熱い

戦いが繰り広げられます。例年通り、司会進行は林孝

俊理事、若栗昌枝理事で行なわれました。その司会進

行ぶりや、言葉使い、会場出席者との軽妙なトークは、

講師で参加して頂いたＮＰＯ法人医療情報の開示を推

進する会の石塚眞里氏から絶賛の言葉を頂きました。

理事・班長・会員の普段では見られない姿を見ること

も出来ます。 
この会は、新入転入会員研修会としていますが、京

臨技の活動を広く理解していただく目的で開催するも

ので、ン年前の新入転入であっても参加いただけます。

来年も多くの会員の参加をお待ちしています。（芦田） 

※今年の優勝チーム 

◇◆◇京臨技ホームページ「掲示板」より◇◆◇ 
タイトル：目指せ！臨床検査技師  投稿者：ぶらはむ  投稿日：2005/09/06(Tue) 01:08   
本文：メルマガ「目指せ！臨床検査技師」 

学生、社会人、国家試験合格に向けてみんなでがんばりましょう！ 
抜き打ち過去問、予想問題、心構え、勉強の進め方のアドバイスなど配信しています。 
ぜひどうぞ～ 
http://mini.mag2.com/ 
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★平成 17 年度 第 1回理事会議事録★ 
日 時： 平成 17 年 06 月 09 日（木） 18:30～20:20  

場 所： 京都保健衛生専門学校  

 【報告事項】  

1． 会長行動報告  

◎5 月 27 日(金) プライマリ・ケア学会歓迎レセプションの出席 京都国際会

館 ◎5月31日(火) 京都府医療推進協議会第4回代表者会議 京都府医師会

館 ◎6 月 01 日(水) 島津製作所田中耕一氏へ第 54 回医学検査における挨拶

へのお礼 ◎6月 08 日(水) 近畿臨床衛生検査技師会理事会（大臨技事務局） 

○ 京都私立病院協会より院内感染対策相談・支援部員として、理事より芦田
氏、微生物研究班より山下班長、丹羽氏、小森氏の 4名を推薦  

○ 厚生労働省主催「平成 17 年度院内感染対策講習会」への推薦依頼あり、微

生物研究班に該当者を依頼する。  

○ 京都府医療推進協議会第 4回代表者会議  

○ 近臨技理事会(6 月 8 日) 

◎近畿臨床検査衛生検査技師会を近畿臨床検査技師会に名称変更（6月8日）

◎平成 18・19 年 日臨技役員の選任（朝山氏を副会長に推薦） ◎平成 16

年度会計報告・平成 17 年度予算案 ◎平成 17 年度役割分担の再編成(学術

部・チーム医療推進委員会・予算委員会・渉法部・監査) ◎第 54 回医学検

査学会の報告 ◎第 45 回近畿医学検査学会(滋賀県；県民交流センター)に

ついて 

2． 各理事・事業部報告  

○ 小坂副会長より 

5 月 20 日；WONCA 2005/第 28 回日本プライマリ・ケア学会学術集会、講演・

ワークショップ打合せ、演者：浅本医師、司会：川上医師、京臨技：小坂、山

下（微生物班長） 

5 月 28・29 日；ワークショップ（鏡検）『グラム染色による起因菌の検索』

顕微鏡５台；荻野理事、京臨技スタッフ：山下、田中裕人（宇多野；ファルコ） 

○ 小澤(事務局)理事より 

6 月分行事予定・総会議案書発送終了 973 通発送、9通手渡し 

7 月分行事予定 6 月 20 日発送予定 

「京臨技研修会終了印」を各研究班配 京臨技定期総会の議事録作成中、法

人登記準備中  

○ 荻野(プライマリ･ケア)理事より 

5 月 18 日；第 28 回日本プライマリ・ケア学会 第 2 回実行委員会（京都府

中小企業会館） 

WONCA 組織委員会の報告について・プログラムについて・当日任務の確認な

ど 

5 月 28 日・29 日；WONCA2005/第 28 回日本プライマリ・ケア学会学術集会/

第 20 回日本家庭医療学会学術集会/第 13 回日本総合医療医学学会学術集会に

小坂副会長と出席 

第 32 回くらしと健康展について、9 月 17 日・18 日に開催予定、(パルスプ

ラザ) 検査コーナーを担当：心電図検査、血糖検査と顕微鏡など利用した展

示を予定。 

6 月 08 日(水) 近畿臨床衛生検査技師会 理事会（大臨技事務局）  

○ 江見(会計)理事より 

6 月 1日現在の会員数 901 名（新・再入会員 49 名含む）  

○ 杉浦理事より 

50 周年記念誌の編集委員会の日程の確認  

○ 石澤(精度管理)理事 

会誌の精度管理特集号の補刷を発行（写真ページの不備のため）。 

○ 田畑（54 回医学検査学会学会長）顧問より 

54 回医学検査学会の報告、記念誌発行の準備 

【検討議題】  

1． 50 周年記念誌の編集委員会の内容について 

54 回医学検査学会報告と合併を予定していたが、早急に単独で発行する (承

認)  

2． 医療運動推進協議会主催イベントについて （6月 19 日 みやこメッセ） 

・ 子育てから介護まで ～これからの日本の医療・保健・介護～ の展示内容

について 

・ 『ここまできた臨床検査』 （ヘモグロビン量測定装置の展示と実演）ポス

ター用意・ブース設営・当日出務者を確認する  (承認)  

3． 17 年度理事任務分担確認 

修正案を提出後、再検討する (検討)  

4． その他 

・ 什器使用規定の変更・什器・備品の管理を林(雅)理事が担当 

・ 京臨技ＨＰにバーナー広告を掲載する  

・ 次回理事会開催予定 

平成 17年 07月 14日（木）18:30～  京都保健衛生専門学校 大会議室  
 

以上で本日の理事会を終了 

議事録署名人 江見 安一 

白井 孝夫 

  

 

 
★平成 17 年度 第２回理事会議事録★ 
日 時： 平成 17年 07月 14日（木） 18:30～20:20  
場 所： 京都保健衛生専門学校  

【報告事項】  
1． 会長行動報告  
◎06月 19日（土）みんなで考えよう子育てから介護まで（京都府医療推進協
議会）京臨技担当【ここまできた臨床検査】（血中ヘモグロビン測定）小坂副

会長、芦田理事も出務 京都市勧業館（みやこめっせ） ◎6 月 21 日（火）
50周年記念誌実行員会 京都府立医大第４会議室 ◎7月 7日（木）第 54回
検査医学会会計のまとめ 京都府立医大技師控え室 
○ 京都府保険医協会より議員フォーラムの開催について賛同  
○ 厚生労働省主催「平成 17年度院内感染対策講習会」の推薦依頼あり 
京都第二日赤の小野保氏を推薦 
○ 京都保健衛生専門学校校長に藤田氏が就任  
○ 定款変更について 
定款の変更は、平成 17年度定期総会で会員数の 3/4以上の賛成を満たさず、

定款変更は認められない 
2． 各理事・事業部報告  
○ 小澤（事務局）理事より 

07月分 郵送 993部（第 55回日本医学検査学会、第 45回近畿医学検査学
会のポスター） 

08月分 07月 20日に発送予定 
○ 江見（会計）理事より 
会員数 908名（新・再入会 66名）  
○ 荻野（くらしと健康展）理事より 

06月 22日（水）第 32回くらしと健康展 第 2回実行委員会 京都府医師
会館 
検査コーナー（心電図検査・血糖検査・貧血検査）を担当する 
○ 白波瀬（ホームページ管理）副会長より 

HPバーナー広告への正式な申込みと入金を確認し、近日中にHP掲載する  
○ 小坂（京都府糖尿病協会）副会長より 

06月 23日 京都府糖尿病協会理事会 
京都府糖尿病療養指導士講習会を 07月 31日開催予定 
糖尿病習慣予防『笑うと血糖値が下がる』講演会 11月 23日開催（キャンパ
スプラザ）   

【検討議題】  
1． 理事役割分担について 
総務部、事業部、学術部の内容および名称と担当理事について検討 
一部名称と担当理事の変更を確認 (承認)  

2． くらしと健康展について 
09月 17日･18日 09:00～16:00 京都府見本市会館 開催予定 
各研究班からの協力出務者を要請中、理事の出務分担を確認 
出務者の日当を 4000円(昼食代別)とする (承認)  

3． 新入(転入)会員研修会について 
09月 9日(金) 18:00～21:00．京都教育文化センターで開催予定 
講演；「かかりつけ医の必要性」  
講師；石塚 眞里（ＮＰＯ法人医療情報の開示を推進する会 代表理事） 
理事分担の確認 (承認)  

4． その他 
・ 理事の任期途中の辞任について (検討)  
・ 次回理事会開催予定 

平成 17年 09月 08日（木）18:30～ 京都保健衛生専門学校 大会議室  
 

以上で本日の理事会を終了 
議事録署名人 山口 俊朗 

林 孝俊 
  
 

 
 

編集室のひきだし 
京臨技の会誌・会報を担当しておられた

理事が都合により辞任されました。会誌お

よび会報の発行が大幅に遅れて、会員の皆

様にご迷惑をおかけしていること、理事一

同たいへん申し訳なく思います。 
私たちは職業柄、常に勉強し続けなけれ

ばならない身分です。その一助となる京臨 
技であり、その活動状況を広報する会報

であるよう努めたいと思います。 
ご意見等は左記まで。 

社）京都府臨床衛生検査技師会 
URL : http://www.kyoto-amt.js-md.net/ 
E.mail : office@kyoto-amt.js-md.net（事務局） 


