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横地常広 

P1 代表理事副会長3名体制へ 

P2 役員研修会を開催しました 

P2～P3「臨床検査技師による病棟業務推進施設情報連絡会」 

P3 平成28年度診療報酬改定について（７） 
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 宮島喜文代表理事会長が参議院議員選挙の当選により、国会議員活動が主となることから、平成28年８

月７日開催の理事会において、代表理事副会長を３名体制とするとともに、宮島喜文代表理事会長の常勤

役員としての指名を解除しましたので、ご報告いたします。 

■定款第25条第２項及び理事会運営規程第20 条

一ロに則り、平成30年度定時総会終結の時を任期と

する代表理事に、横地常広氏を追加選任したい。（第

４号議案） 
 

これまで専務理事として常勤役員であった横地常広

氏が４人目の代表理事に追加選任されました。 

 

■定款第25条第３項及び理事会運営規程第20条二

ロに則り、横地常広氏を副会長に追加選任したい。

（第５号議案） 

 

代表理事は１名を会長とし、その他を副会長とする

という定めから、横地常広氏が３人目の副会長に追

加選任されました。 

 

■理事の職務権限規程第５条および第８条に則り、

会長が常時、この法人以外の公務に就く必要があり、 

不在となる場合における代表理事の職務代行順位

は、横地常広副会長、長沢光章副会長、椙山広美副

会長の順としたい。（第６号議案） 
 

理事の職務権限規程の第５条で、以下のような定め

があります。  
第５条 会長・副会長の職務権限は、別表に掲げるもののほ

か、次のとおりとする。 

一代表理事としてこの法人を代表し、その業務を執行する。 

二理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。 

三毎事業年度に4  か月を超える間隔で2  回以上、自己の職務

の執行の状況を理事会に報告する。 

２ 前項一乃至二の代表理事の職務は会長が務めるが、次の

場合は副会長が代行する。 

一会長に事故あるとき又は欠けたとき 

二会長が海外出張などで不在のとき 

三会長が常時、この法人以外の公務に就く必要があり、不在

となるとき 

宮島会長が国会議員という「公務」に常時就任され 

たことから、議案の通り承認されました。 

職務代行順位は、従来から常勤役員に指名されてい

る横地副会長が筆頭とされました。 

 

■理事会運営規程第20条三ハに則り、宮島喜文氏を

この法人の主たる事務所を勤務場所とする役員の指

名を解除したい。（第７号議案） 

 

この議案の承認により、当会の常勤役員は横地副会

長１名となりました。 

なお、選挙期間の「休職」申出以来、宮島会長への

役員報酬は支払われず、今回の常勤役員指名解除に

より、今後も役員報酬の支払いは行われません。 

 

■役員の報酬等及び費用に関する規程第４条では、

この法人の常勤役員の年俸額として会長および専務

理事のみが規定されているため、常勤役員である横地

常広代表理事副会長の報酬については、平成27年９ 

月14 日開催の報酬等審議委員会の提言に従い、専

務理事と同等の上限額としたい。（第８号議案） 

 

現在、当会の役員の報酬等及び費用に関する規程で

は、常勤の副会長に対する報酬が規定されていない

ため、常勤専務理事と同額の上限額を適用すること

が承認されました。 

 

■定款変更により代表理事が複数となったことから、

組織運営規程第２章公印を平成28年９月１日付で、

改定したい。（第９号議案） 
 

これまで、定款で代表理事は１名で会長が務めるこ

とされていたため、当会の対外的な契約書／文書な

どに押印する公印は「会長之印」という印影が使用

されてきましたが、これを「代表理事之印」という

印影に変更する改定案が承認されました。 
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本情報連絡会が始動し、大きな取り組みが皆様の力によって動き始めました。本企画では、本情報連絡会内で施設間共有さ

れた情報をリアルタイムにお届けしていきます。                            政策調査課 

運営報告8.15 

■ 支部学会における病棟業務推進企画の開催内容 

各支部学会におけるミニシンポジウムを企画は以下のとおりの日程で開催することが決定いたしました。本企画では質疑応答の

時間をまとめて最後に行なうことで、より深い議論と、掘り起こした内容で情報交換ができればと考えております。多くの会員に

足を運んでいただき、活発な討議の場となることを期待しておりまます。  

病棟業務推進ミニシンポジウム企画開催一覧 

平成28年度日臨技 北日本支部医学検査学会 
日程  平成 28 年 10 月 1 日（土） 

時間  11：00～11：45（45分） 

会場 （第4会場）3階 301B 中会議室 

座長  深澤恵治：日臨技 執行理事 

演題1 （山﨑正明）独立行政法人 国立病院機構 さいがた医療センター：            

当院における臨床検査技師の病棟業務への関わり 

演題2 （坂本和晃）厚沢部町国民健康保険病院：                         

当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

演題3 （齋藤浩治）青森市民病院：                               

ベットサイドでの輸血実施時に関する取組みについて 

演題4 （櫛桁久美）医療法人 日新堂 八角病院：                             

病棟における検体採取業務について 

平成28年度日臨技 九州支部医学検査学会 
日程  平成 28 年 10 月 9 日（日） 

時間  10：30～12：00（90分） 

会場 （第3会場）１階 イベントホール 

座長  丸田秀夫：日臨技 常務理事 

演題1 （吉田 功）社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院：              

臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて① 

演題2 （吉田 功）社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院：              

臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて② 

演題3 （平田哲也）重工記念長崎病院：                         

当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

演題4 （坂口麻亜子）社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院：            

検体採取における病棟への介入 

演題5 （神谷乗敏）社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院：            

当検査科の業務拡大と病棟業務取組みの現状 

平成28年度日臨技 関甲信支部・首都圏支部合同医学検査学会 
日程  平成 28 年 10 月 29 日（土）  

時間  16:00～17:20（80分） 

会場 （第1会場）2階 扇の間 

座長  千葉正志：日臨技 執行理事 

演題1 （吉田功）社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院：             

臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて① 

演題2 （杉岡結衣）社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院：             

臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて② 

演題3 （塚原晃）医療法人社団東光会 戸田中央総合病院：                

当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

演題4 （大澤秀吉）医療法人社団淳英会 おゆみの中央病院：               

臨床検査技師の病棟業務に関する当院の現状  

演題5 （土田孝信）秦野赤十字病院：中規模病院における検体採取の取り組み 

演題6 （石合早苗）順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院：                

病棟におけるICT業務の取り組みについて 

平成28年度日臨技 中四国支部医学検査学会 

日程  平成 28 年 11 月 27 日（日） 

時間  9：45～11：15（90分） 

会場 （第5会場）7階 第3展示場 

座長  丸田秀夫：日臨技 常務理事 

演題1 （直田健太郎）社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院：        

臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて① 

演題2 （直田健太郎）社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院：          

臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて② 

演題3 （浜村寛）出雲医療生活協同組合 出雲市民病院：                  

病棟での検査物品管理業務について 

演題4 （伊佐田耕人）鳥取県済生会 境港総合病院：                   

臨床検査技師としての、病棟における糖尿病ケアへの取り組み 

演題5 （斉藤香織）社会医療法人 千秋会 井野口病院：                 

当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

演題6 （樫山誠也）済生会 広島病院：業務拡大に伴う人員補助コントロール 

平成28年度日臨技 中部圏支部医学検査学会 
日程  平成 28 年 12 月 10 日（土）  

時間  10：40～11：50（予定） 

会場 （第1会場）2階 ダイヤモンドB 

座長  深澤恵治：日臨技 執行理事 

演題1 （山田幸司）JA愛知厚生連足助病院：                      

検査科看護部ワーキングから病棟検査技師活動への試み 

演題2 （水落富士代）公立南砺中央病院：                       

病棟における検体採取への業務拡大について 

演題3 （新井一輝）医療法人 医仁会 さくら総合病院：                  

病棟における早朝採血結果の確認、報告について 

演題4 （坂下真紀子）特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター：             

病棟における検査備品管理について 

演題5 （小倉敦子）公立松任石川中央病院：                             

当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

演題6 （水口和代）安城更生病院：                           

当院における新生児センター専任技師の取り組みと役割 

演題7 （清水憲雄）磐田市立総合病院：                        

当院での臨床検査技師による病棟採血実施の経緯と現状について 

●● 役員研修会を開催しました ●● 

 当会の平成２８・２９年度理事に新任者も多いため、当会の理事

職務の理解を深める目的から、平成28年８月６日の９時から20時ま

での終日、役員研修会が開催されました。 

 内容は、役員の事務手続、役員サイトや役員メールの利用方法、

モバイルPCを用いたペーパーレス会議の運用方法、委員会やWGの組

成と委員の委嘱・運営方法、一般社団法人の理事に必要な法務知識

と財務知識などで、特に、法務知識については中森監事が弁護士の

立場から、財務知識については高原監事が公認会計士の立場から、

それぞれ講義を担当されました。今回、新たに知ることも多い研修

内容に、出席理事の熱心な聴講や質疑がありました。 

 最後に担当事業分野別に分かれたグループディスカッションがあ

り、翌日の理事会前に担当執行理事により発表されました。 冒頭、役員研修会の目的と期待を述べる宮島会長 
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■『臨床検査技師の病棟配置に関する調査事業』の進捗状況 
2018年度の診療報酬改定を見据え病棟業務の効果を示すデータを集めるため、６月より本連絡会において、ご協力いただける施

設を募り、標記の調査事業を展開し始めました。本調査は臨床検査技師の病棟への配置により、検査の質、インシデント数、在院

日数、患者サービス、チーム医療推進等々に与える効果を具体的なデータとして抽出するために実施致します。本調査の趣旨に賛

同いただき現在、７施設よりご協力いただけることが決定しており、各施設の状況をみてより精度の高いデータとするよう進めて

います。日臨技では、調査協力にあたっての実施要領を定め、調査がスムーズに実施出来るように支援体制を準備しています。 

募集期間は平成29年３月31日までとなっているため、少しでも興味があるご施設は政策調査課（03-5767-5541）にご連絡をいた

だければ幸いです。 

 生理機能検査の項目での引き上げとして、検査技術が必要とされる新生児や乳幼児、幼児に対しての実施する場合

の加算率が引き上げられた。肝線維化の進行度を評価する「超音波エラストグラフィー」（200点新設）やてんかん

診療拠点病院が算定できる「長期脳波ビデオ同時記録検査」「１」（3､500点新設）が設定された。 

 臨床検査技師が実施することのできる病棟業務の範囲は、「採血」や「検体採取」だけでなく、「心電図測定」、

「超音波測定」など生理機能検査も含まれることからこれらも含めて臨床検査技師による病棟業務の実施状況の把握

が重要になります。平成28年度診療報酬改定の結果検証にも取り込まれるように日臨技会員所属組織における先行調

査資料の充実が求められています。                             （政策調査課）  

■貴検査部門では現在、病棟へ出向いて検体採取行為を実施していますか？ 
連絡会加入施設の現状or状況情報を把握するため、現在、第２回目のアンケートを行なっております。第１回目は５月に行な

い、施設での運用状況や職員の意識の変化を把握するために、同じ内容のアンケートを継時的に行っています。設問のひとつとし

ての“貴検査部門では現在、病棟へ出向いて検体採取行為を実施していますか？“については、５月の結果（行なっている23％、

検討中項目あり８％、N=129）を上回っており、検体採取の現場での実践が進んできていることが窺えました。 

（編集後記） 甲子園、五輪リオ大会と、スポーツの熱戦が連日報道されている。残念な結果になる人、期待通り

の大活躍をする人、悲喜こもごもではあるが、悔し涙を流す選手のなかで、晴れ晴れとした表情で「悔いはありませ

ん」と健やかに引退を表明する選手もいる。血のにじむような練習の日々、そして支え続けてくれた人々への感謝の

気持ち、背負ってきた周りの期待感・・・。選手一人一人にその結果に至るドラマがあるのだと想像するのもひたす

ら観戦する側の楽しみのひとつではないでしょうか ？                       【横地】         

協力施設名 病床数 対象病棟の診療科 都道府県 

伊藤病院 60 内科、外科、放射線科 東京都 

特定医療法人 衆済会 増子記念病院 102 内科、透析内科 愛知県 

医療法人 光臨会 荒木脳神経外科病院 110 循環器内科、消化器内科、外科、脳神経外科 広島県 

医療法人社団淳英会 おゆみの中央病院 149 循環器内科、整形外科 千葉県 

特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター 258 循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、混合内科、外科 石川県 

公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 400 HCU、血液内科、神経内科、糖尿病・内分泌内科、脳外科 東京都 

医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 865 循環器内科、血液・腫瘍内科 千葉県 

      行なっている 26.7％ 検討中項目あり 5.8％ 行っていない 67.5％   


