
2019 年度（一社）岩手県臨床衛生検査技師会定時総会  議事 

 

 

日時 2019 年 6 月 8日(土曜日)午後 13:30～ 

場所 リリオ 3 階イベントホール 

盛岡市大通一丁目 11番 8 号  電話  019‐623‐2520 

 

2019 年度定時総会次第 

０１．開会の辞 

０２．会長挨拶 

０３．議長選出 

０４．総会役員選出  資格審査委員・議事運営委員・書記・議事録署名人 

０５．総会成立の確認 

０６．議事 

承認第 1号 2018 年度事業について 

承認第 2号 2018 年度決算について 

承認第 3号 2018 年度監査報告について 

第 1号議案 2019 年度事業計画（案）について 

第 2号議案 2019 年度予算（案）について 

第 3号議案 2019・2020 年度理事・監事の選任（案）について 

第 4号議案 会費値上げ（案）について 

０７．総会役員解任 

０８．議長退任 

９．その他 

10．閉会の辞 

 

【議事録】 

０１．開会の辞 

０２．会長挨拶 

０３．議長選出 議長 盛岡地区 千枝貴幸氏（岩手医大附属病院） 

        事務局より提案され、全会一致で承認 

０４．総会役員選出 

資格審査・議事運営委員 

委員長：岡田進理事（岩手県立山田病院） 

委員 ：柴田祐二氏（岩手医大附属病院） 佐藤和氏（岩手医大附属病院） 

書記 ：相原淳路理事（前沢診療所） 

議事録署名人：川村理恵子氏（岩手医大附属病院） 染谷俊裕氏（岩手医大附属病院） 



０５．総会成立の確認 

資格審査委員長より報告 

会員 575 名  出席者 33 名  委任状 409 名 

以上、出席者と委任状合わせ 442 名で過半数（288名）を満たしており、定款第４章 第 20 条

2 項の規定により総会は成立し、議長より通常総会の成立が宣言された 

０６．議事 

承認第 1号 2018 年度事業について 

○一般経過報告               行森良一 会長 

○事務局行動日誌              

○事業報告 

１）総務部                菊池英岳 副会長 

２）学術部                畠山秀樹 副会長 

３）公益事業部              川村将史 理事 

４）生涯教育研修部            宮本祥一 理事 

５）精度管理部・書記・会報部・地区理事会 行森良一 会長  

承認第 2号 2018 年度決算について  菊池英岳 副会長 

・収支計算書 （2018 年 4 月 1 日～2019 年 3月 31日） 

・収支計算書に対する注記 

・財産目録  （2019 年 3 月 31 日現在） 

・貸借対照表 （2019 年 3 月 31 日現在） 

・正味財産増減計算書（2018年 4 月 1日～2019 年 3 月 31 日） 

承認第 3号 2018 年度監査報告について  井上幸男 監事 

2018 年度監査報告書 

＊以上承認第 1号、2号、3号とも質疑なく、それぞれ賛成多数で承認された 

第 1 号議案 2019 年度事業計画（案）について  行森良一 会長 

・第 24 回岩手県医学検査学会が中部地区技師会担当で行われる 

 ・各部門の研修会は、日臨技生涯教育補助事業による研修会を中心に開催する 

  各部門研修会では部門長に加えて、日臨技の認定技師との連携や協力を頂き研修会の企画・運営を

お願いしたい 

・新人・若手技師を対象とした研修会や、精度管理事業も例年通り行う 

・第 9回北日本支部医学検査学会（岩臨技担当）の準備委員会を編成する 

・検査と健康展は南部地区担当で開催する 11月頃開催予定（詳細未定） 

・あっぴリレーマラソンに参加し、がん予防啓発活動を行う 

・総務部では連絡網の整備、電子配信の整備事業に取り組んでいく 

・会員名簿の作成においては次回から日臨技の名簿をもとに作成する 

 職場の異動、氏名の変更等あった場合は各自で変更の手続きお願いしたい 

・未入会、新人、若手会員の勧誘を行い、組織率の向上に努める 

・会費の値上げを提案する 



 ここ数年来、財源不足が慢性的に続いており、何等かの対策を取らなければならない状況である  

岩臨技が諸活動をさらに充実させ、会員や社会に対する一層の貢献を行う為に、会費の値上げを提案

する 

・検体採取等に関する厚生労働省指定研修会の受講を勧め、可能な限り既卒者全員の受講を目指す 

 仙台での開催は今年度が最後となるので、未受講の方は受講するようお願いする  

○事業計画(案） 

１）総務部                 菊池英岳 副会長 

   ２）学術部                 畠山秀樹 副会長 

３）公益事業部               川村将史 理事 

４）生涯教育部               宮本祥一 理事 

５）精度管理部・書記・会報部・地区理事会  行森良一 会長  

第 2 号議案 2019 年度収支予算（案）について  菊池英岳 副会長 

2019 年 4 月 1 日～2020 年 3月 31 日収支予算書 

＊以上第 1号、第 2号議案とも、それぞれ賛成多数で議決された 

第 3 号議案 2019・2020 年度理事・監事の選任（案）について  下川波歩 事務局長 

   2019・2020 年度理事・監事氏名、所属の提示 

 ＊以上第 3号議案は、賛成多数で議決された 

 第 4 号議案 会費値上げ（案）について   行森良一 会長  

質疑 山崎勝登志氏（岩手県立軽米病院） 

      値上げの理由に法人基盤強化のためとあるが、具体的に教えてほしい。 

 回答 行森良一 会長 

    公益事業の拡大や研修会などで会員のスキルアップ為に使い、技師会が充実した団体 

    になれるようにという意味合いである。 

質疑 千葉あゆみ氏（岩手県立磐井病院） 

    前年度の繰越金が 40万円程あるが、それでも会費値上げが必要なのか又、ホームページ管理委

託にいくらかかるのか教えてほしい。値上げの理由に研修会開催数の増加に対する費用増加と

あるがこれから研修会を増やしていくのか。   

 回答 行森良一 会長 

    繰越金が多い理由は認知症の研修会や初級・職能開発講習会があったが、日臨技から補助がお

りたことや講師の謝礼や交通費、宿泊費がかからなかった。会場に中央病院を利用したことで、

会場費がかからなかった。またスタッフをボランティアで対応した為である。ホームページ管理

委託料は 36万円～100 万円程度である。研修会は今後増やしていく予定である。 

＊以上第 4号議案は、定款の改定であり 2/3 以上の賛成が必要であるが、賛成多数で議決された 

０７．総会役員解任 

   議長がすべての議事が終了したことを告げ、総会役員を解任した 

０８．議長解任 

９．その他   

  ・新理事紹介 



  ・第 24 回岩手県医学検査学会の開催日は 11 月 17 日（日曜日）、会場は北上市、日本現代詩歌文

学館で行われる。テーマは平成から令和へ ～新時代の臨床検査～ 
   演題数は 10 演題程を予定している。詳細は会報いわてやホームページ等を使ってこれから募集

する。各地区 2 演題を目標に皆様にご協力頂きたい。高橋庸一郎実行委員長（北上済生会病院） 

 10．閉会の辞 

 

以上議事録に相違ない事を確認しました。 

2019 年 6 月 8 日    総会議長    千枝貴幸 

            議事録署名人    川村理恵子  染谷俊裕 


