
2019 年度 第 3回理事会 議事録 

 

日時  2019年 10月 10日（木）18：30～20：00 

場所  一般社団法人 広島県臨床検査技師会 事務所 

出席者 森田会長 飯伏副会長 米田副会長 三舛副会長 坂田事務局長 樫山事務局次

長 尾田部長 浅野部長 中島部長 有谿部長 難波部長 粟村理事 吉井理事 

桑原理事 小松(忠)理事 小松(浩)理事 柴田理事 中宮理事 藤井理事 細谷

理事 桑田理事 水野監事 桝本監事 

  

欠席者 大塚理事 箕岡理事   

書記  中宮 

 

議  事 

〈 報告事項 〉 

【 森田会長 】 

●10月 2日  広臨技顧問の中本隆志県議会議員が広島県議会議長に就任され、就任祝賀会

に水野監事と共に出席しました。 

●10月 12日 リーガロイヤルホテルで開催される岸田先生の経政報告会に出席予定。 

●10月 27日 自由民主党の広島政経文化懇談会が開催されますが、慣例として広臨技顧問

の先生主催の会には出席していたが、これは自民党の主催なので出席をお

断りします。 

●「献血の血液等の研究への使用に関する指針に基づく公募」について 

これは献血の血液を使って研究などをするときには応募してくださいというものです。 

●12月 19日 令和元年広島県のエイズ対策推進会議に出席予定。 

●「都道府県技師会入会に係る調査」について 

県会員になるのに正会員の住所等の条件がありますか？とうことですが、広島県として

は「入会者の所在地または勤務地の所在は制限していない」と答えています。また、「正

会員は日臨技会員であるか？」の質問については、「広島県会員は日臨技会員であること」

と答えています。また日臨技会員は地臨技（広臨技）会員であることを条件にする運用

については 12月 1日開始予定と回答しています。 

（質疑：水野監事） 

以前、規程にはないが「勤務地が広島県にある会員が広臨技会員になれる」という扱い

に統一したように思いますが、、、 

（回答：森田会長） 

規程に明記されて無く、また県境では勤務地が県外ということもある現状ではこのよう

に回答するしかないとの判断です。 



●「検体採取に係る厚生労働省指定講習会の促進」について 

 広島県の臨床検査技師有資格者 1855名の内、講習修了者は 1454名（修了率：78.4％） 

 残り 401名の方が未受講です。広島県では 12月 7、8日の講習会が最後となりますが、 

すでに定員に達しているため、今後は他県での受講となります。 

●1月 18日 県民フォーラム（医師会主催）が開催されます。テーマは ACP（人生設計）

で広臨技としても学術部を中心としてブースを設ける予定です。 

 

【坂田事務局長】 

●11月 15日をもって事務員の細川さんが退職されることが決定しました。新しい事務員は

高橋加代子さんで 9月より勤務されています。9月中に引継ぎを行い、現在は高橋さん

がメインで業務しています。細川さんは現在有給休暇取得中で週に 1、2度勤務されてい

ます。細川さんに連絡を取りたい場合は、電話、メール等高橋さん経由で可能です。 

●事務所のコピー機が新しいものになりました。リース代は一定ですが保守料が使用枚数

により変動しますので、ミスプリント等なるべく減らして頂くよう慎重な使用を心がけ

てください。 

 

【 尾田学術部長 】 

●10月 4日第 2回学術部会を開催しました。三舛副会長に 2時間程度新しいウェブサイト

の使用方法を説明して頂きました。 

●来年の第 37回広島県医学検査学会で症例を考えるとういう形の演題を 2題準備していま

す。次回の学術部門長会議でスライドのチェック等をする予定です。 

●学術誌の送付は 12月初旬を目指していますが、現在初稿原稿があがって投稿者に最終チ

ェックをお願いしている状況です。昨年同様の様式で、会員数 2020部、90万円の見積も

りを頂きましたが、今年はページ数が減りそうなので少し安価になると思われます。ペ

ージ数が確定した時点でもう一度見積もりを頂く予定です。 

 

【 浅野経理部長 】 

●入金の報告 

・日臨技より会員会費 2名分 14,000円の入金がありました。 

 生涯教育推進研修会助成金として 

・血液部門研修会対して 50,000円 

・第 2回臨床一般部門研修会に対して 48,000円 

・病理・細胞部門研修会「技」に対して 48,000円 

●中間期決算について 

 締め切りを 10月 25日（金）とさせて頂きました。ご協力よろしくお願いします。 

 



【 中島渉外法規部長 】 

●無料職業紹介事業について 

 6月～9月の件数は 2件でした。（6月 1件、7月 1件） 

●「HIV検査普及キャンペーン 2019 in 広島」について 

10月 14日に開催（12時～16時）されます。技師ボランティア 12名、学生ボランティア

14名で活動します。技師は臨時検査と採血を担当します。場所はアリスガーデン付近。

エイズ予防キャンペーンを開催している AAAという団体、広島 FM、広島市、りょうちゃ

んずと一緒に活動し大規模なイベントになります。サンプラザ中野の特別ライブもありま

す。ボランティア活動は 10時～17時。 

 

【 難波組織調査部長 】 

●「広島県ニューリーダー育成研修会」について 

 来年 1月 26日（日）に広島赤十字・原爆病院で開催予定です。内容については現在企画

中です。会議も予定しており、内容が決まり次第報告します。 

 

【 有谿広報部長 】 

●9月 30日に速報 10月号をウェブサイトとメーリングリストでお知らせしました。 

速報 11月号は、10月 14日に開催される「HIV検査普及キャンペーン 2019 in 広島」の

取材内容と県学会のプログラムを掲載予定です。締め切りは 10月 10日なっていますが

まだ間に合うので何か記事がありましたら有谿までお送りください。 

●学術誌の広告募集は 10月 8現在、7社 18万円集まっています。締め切りは 10月 11日。 

 

〈 地区報告 〉 

【 広島地区：吉井 】 

●特になし 

 

【 呉地区：柴田 】 

●事業報告 

開催日 事業名 参加人数 

2019/06/20 第 3回呉地区 研修会 23名 

2019/06/27 第 1回呉地区 微生物研修会 12名 

2019/07/06 第 45回七夕学会 85名 

2019/07/10 第 2回呉地区 細胞診研修会 12名 

2019/07/18 第 2回呉地区 輸血談話会 18名 

2019/08/23 第 2回呉地区 血液研修会 22名 

2019/09/11 第 3回呉地区 細胞診研修会 13名 



2019/09/26 第 4回呉地区 研修会 16名 

 

●活動報告 

2019/6/20  第 3 回呉地区委員会（七夕学会の運営について、地区理事の施設持

ち回り順番および今後の担当施設について、等） 

2019/9/26  第 4回呉地区委員会（七夕学会の反省について、親睦会について、 

地区委員の連絡方法について、等）  

 

●事業計画 

開催日 事業名 

2019/10/17 第 3回呉地区 輸血談話会 

2019/10/17 第 5回呉地区 研修会 

2019/10/25 第 2回呉地区 微生物研修会 

2019/11/13 第 4回呉地区 細胞診研修会 

2019/11/14 第 18呉地区 生理検査研究会 

2019/11/22 第 3回呉地区 血液研修会 

2020/01/23 第 4回呉地区 輸血談話会 

2020/01/24 呉地区新年会・意見交換会 

 

【 東部地区：細谷 】 

●事業報告 

開催日 事業名 参加人数 

2019/06/23 第 1回東部地区輸血検査研修会 25名 

2019/06/27 第 1回生涯教育講座（東部地区） 114名 

2019/07/14 東部地区新入会員オリエンテーション研修会 62名 

2019/07/14 東部地区精度管理報告研修会 98名 

2019/08/03 第１回東部地区生化学・免疫合同研修会 38名 

2019/08/17 東部地区生理研修会 35名 

2019/08/22 第１回東部地区一般検査研修会 24名 

2019/08/23 東部地区レクリエーション 20名 

2019/09/03 東部地区病理細胞診研修会 22名 

2019/09/05 第２回東部地区臨床微生物部門研修会 18名 

2019/09/26 第２回生涯教育講座（東部地区） 74名 

 

●活動報告 



2019/07/02   第 3回東部地区役員会  

2019/08/27   第 4回東部地区役員会 

2019/09/24   第 5回東部地区役員会 

 

●事業計画 

開催予定日 事業名 

2019/10/19 東部地区生理研修会 

2019/11/10 第 21回東部地区学会 

2019/11/17 第 26回福山医学祭 

2019/11/28 第 3回生涯教育講座（東部地区） 

2019/12/07 東部地区 一般・血液部門合同研修会 

 

【 東広島地区：小松(忠) 】 

●事業報告 

開催日 事業名 参加人数 

2019/6/27 がん関連研修会（膵癌の診断と治療） 15名 

2019/9/9 改めて学ぶ血糖測定器～SMBGと POCT～ 24名 

 

●活動報告 

2019/9/2   東広島地区運営会議 

 

●事業計画 

開催予定日 事業名 

2019/10/11 甲状腺検査と疾患 

2019/10/24 がん関連研修会（がんの免疫療法） 

2019/11/3 東広島健康福祉まつり参加 

2019/11/22 東広島地区意見交換会 

2019/11/29 ALP、LD における IFCC 基準測定操作法への移行～市場状況と実態～ 

 

【 北部地区：箕岡 】 

●事業報告 なし 

●活動報告 なし 

●事業計画  

開催予定日 事業名 

2019/10/19 第２回北部地区研修会 



2019/12/7 第 3回北部地区研修会 

2019/12/7 北部地区意見交換会 

 

〈 討議事項 〉 

【 森田会長 】 

●討議事項なし 

 

【 坂田事務局長 】 

●討議事項なし 

 

【 尾田学術部長 】 

●討議事項なし 

 

【 浅野経理部長 】 

●討議事項なし 

 

【 中島渉外法規部長 】 

●検査と健康展について 

 11月 9日、廿日市市民ホールで開催します。内容は、血管年齢 4台、肺年齢 2台、骨年

齢 3台、糖尿病検査、貧血検査 1台、認知症スクリーニング検査 2台、キッズエコー1台、

顕微鏡 1セット、DVT検診体験のエコー1台用意しています。検査医として広島大学の横

崎典哉先生と信州大学の金井信一郎先生が来られます。 

広報活動は、中国新聞情報誌（CUE）の 11月 1日のタウンニュース枠の欄に掲載され、

10月 31日と 11月 8日に FMチューピーラジオに出演予定です。また 10月 28 日から 11

月 9日の当日まで FM チューピーのスポット CMが 50本流れます。これらにかかる経費は

10万円プラス消費税 10％です。 

ボランテイアに現在 30名の申し込みを頂いています。募集予定は 50名なのでまだ足り

ていません。今日申し込み用紙を持ってきているのでご協力よろしくお願いします。 

ポスター、チラシは今日間に合わなかったので後日郵送します。施設内、検査室内の掲

示をよろしくお願いします。 

 

【 難波組織調査部長 】 

●討議事項なし 

 

【 有谿広報部長 】 

●討議事項なし 



 

【 広島地区：吉井 】 

●討議事項なし 

 

【 呉地区：柴田 】 

●討議事項なし 

 

【 東部地区：細谷 】 

●討議事項なし 

 

【 北部地区：箕岡 】 

●討議事項なし 

 

〈 その他 〉 

【 三舛副会長 】 

●広臨技ウェブサイトについて（中間報告） 

進捗状況についての中間報告です。一般公開する前に 9月 11日に役員の皆様にメーリン

グリスト（以後 ML）で会員登録をお願いしましたが、これはウェブサイトの会員登録の

みでメールマガジン（以後メルマガ）の登録はまだ完了していません。その後さまざま

なテストを経て 9月 25日に始動し、一般会員に向けて広臨技 MLコミュでウェブサイト

登録とメルマガ登録の申し込みを開始しました。現在一般会員の入会が 98名、その前の

役員登録の 51名を合わせ 149名という状況です。ウェブサイト登録後のメルマガ登録は

現在 57名（呉 7名、東部地区 18名）です。現行の広臨技 MLコミュの登録数は 469名に

比べるとまだまだ少ない状況です。10月 10日に賛助会員のメルマガ登録（基本 1名/1

社だが追加登録は可能）は開始しています。賛助会員への伝達はこのメルマガを使って

ください。広臨技メルマガ 1号は 10月 10日配信の速報 10月号の掲載のお知らせで、会

員と賛助会員に配信しています。現行の MLは 12月 2日を以って完全に終了となります。

役員はまだウェブサイト登録しか完了していないのでメルマガ登録はご自身で登録をお

願いします。地区理事は権限（メルマガ配信、ウェブサイトのお知らせ、行事予定の入

力、固定ページ（学会等のページ作成）を作る等）があります。使用方法はウェブサイ

トのページ下の手引きの欄を参照して下さい。新しい ML（旧 hamt-officialに相当）の

テストの為、緊急メールを配信しますので返信をお願いします。 

（質疑：柴田理事） 

・我々役員はウェブサイトの登録は完了していますが、会員情報の登録はしないといけ

ないですが、その時パスワードは必要ですか？ 

・メルマガの登録は必要ですか？ 



・今まで使っていた地区（呉、東部）の MLは廃止となりますか？ 

（回答：三舛副会長） 

・パスワードは必要です。登録時に自動返信でパスワードが送られているはずです。 

・メルマガの登録は必要です。 

・地区の MLは廃止となります。地区のメルマガを現在作成しているので、そちらに登録す

るよう声掛けをお願いします。 

（質疑：桑田理事） 

東部地区メルマガが完成したら、再度登録が必要ですか？ 

（回答：三舛副会長） 

広臨技のメルマガに登録した会員しか地区（呉、東部）のメルマガ登録出来ません。同 

時登録も出来ますので、広臨技メルマガ登録時に広臨技＋地区（呉、東部）にチェック

を入れると同時登録されます。 

 

【 水野監事 】 

●賛助会員外の研修会の後援・後援依頼のないポスターの後援記載について 

8月のてんかんの 2部構成（第一三共主催の部、てんかんセンター主催の部）の研修会で、

賛助会員でない第一三共では後援は承認できないにも関わらずポスターに技師会の後援

の記載があった。何か抗議はされましたか？ 

【 回答：森田会長 】 

てんかんセンターからは後援依頼があったが、第一三共からは無かった。てんかんセン

ターには連絡し、主催が別なので第一三共も講演依頼が必要とう話はしました。しかし

既にポスターは出回っていたので回収は出来なかった。 

●研修会参加費に係る消費税について  

経理に確認ですが、ほとんどの研修会は無料ですが、参加費を支払う研修会では研修の 

対価としての参加費を徴収していますが、その場合の消費税の取り扱いについてお聞き

します。 

【 回答：浅野経理部長 】 

広臨技では今まで研修会参加費に対して消費税を徴収したことはありません。研修会参

加費に対して消費税が発生するのか、また発生するのであればどこに納めるのか等、小

早川先生に確認してみます。 

 → 後日、小早川先生から回答がありました。下記に掲載します。 

  

研修会等に係る研修会等に係る収益については、消費税の取扱いでは、本来的には課

税取引（消費税がかかる取引）に該当すると思います。よって、課税事業者（消費税

の申告義務のある者）であれば、これらも課税売上に含めて、納めるべき消費税額を

計算することになると思います。 



ここで、課税事業者とは、前々事業年度（当年度から考えると、平成 29年度）の課税

売上が 1,000 万円以上の事業者が該当します。広臨技は、勿論、課税売上が 1,000 万

円未満の免税事業者（消費税の申告義務のない者）に該当することになりますので、

消費税については、仮に本来的には課税売上とされる取引があったとしても、特別な

処理（消費税の申告や消費税に係る事務処理等）は必要ありません。従来通りの処理

で結構です。 

【消費税の考え方】 

消費税がかかるかどうかは、「対価性」がある取引であるかどうかで判断する。 

対価性があれば消費税がかかり、対価性がなければ消費税はかからない。 

※対価性・・・「受領する金銭」と「役務の提供等」に対応関係があるかどうか。 

対価性のない取引の例 

＊受け取った助成金、保険金、共済金・・・役務の提供に対する対価ではないため 

＊会員からの会費や入会金・・・法人の業務運営に必要なものであるため 

          （会費や入会金は、会員に対するサービスの対価とは考えない） 

★研修会の参加費 

研修会等の参加費は、講義や講演の役務提供の対価であると考えられる。よって対価

性があり、「研修会収益」及び「参加費収益」は消費税のかかる処理となる。 

 

【 広島地区：吉井 】 

●第 37回広島県医学検査学会について 

  

開催日時 令和 2年 2月 15日～2 月 16 日 

開催場所 広島 YMCA 国際文化センター 

 

〈 予算案 〉 

収入の部 

科目 金額 詳細 

広臨技助成金 1,700,000  

医療機器展示料 50,000 5,000×10社 

広告費 350,000 30,000×9社 20,000×4社 

ランチョンセミナー 200,000 100,000×2社 

懇親会費用 500,000 5,000×100名 

合計 2,800,000  

支出の部 

科目 金額 詳細 

会場費 510,000 控室含む 



設備費 300,000 プロジェクタ・スクリーン他 

印刷費 600,000 抄録集 1,950 部 

講演料 200,000 シンポジスト 4 名・ 

市民公開講座講師１名 

講師交通費含む 

会議費 70,000 実行委員交通費含む 

広報費 100,000 ポスター･チラシ代 他 

運用諸費用 270,000 実務委員日当・弁当・交通費他 

ランチョンセミナー 200,000 昼食弁当代 200 食分 

予備費 50,000 
 

懇親会費用 500,000  

合計 2,800,000  

＊ 医療機器展示料 

 賛助会員による会場においての医療機器展示代（パンフレット配置含む） 

 学会会場においての斡旋、販売等はしない 

＊ 広告費 

 賛助会員の学会抄録広告掲載料 

＊ ランチョンセミナー 

    賛助会員の宣伝、学会のレベル向上を目的として、ランチョンセミナーを開催し､ 

    その費用として発表 2社より昼食弁当代 200食分（収入と支出の同額）を負担 

 

【 飯伏副会長 】 

ランチョンセミナーに関しては 200食分としていますが、今回のウェブサイトが開通し 

たら事前登録が可能です。大まかな人数把握が出来ればある程度無駄を省くことが出来

ると思います。 

以上、予算案につきまして承認いただけますか？ → 承認 

 

【 坂田事務局長 】 

●県学会の初日の 2月 15日は理事会を予定しています。宿泊希望を取りますので名簿に記

入してください。 

 

【 飯伏副会長 】 

●地区内で PC等の移動は基本的に業者便を使わないようにしてください。地区内での運搬 

費用は地区の費用で賄ってください。広島地区ではヤマト運輸と法人契約して、経費は 

広臨技が支払うよう計画しているところです。何か困ったことがあれば相談してくださ 

い。 



 

【 中島渉外法規部長 】 

●マスクを新たに 3,000枚作りましたので公益活動等に活用してください。 

 

【 森田会長 】 

●広島県臨床検査技師会 70周年記念事業について 

 来年度、広島県臨床検査技師会が 70周年を迎え、記念事業の開催を予定しています。常

務理事会で提案しましたが、前回の 60周年の時は 10月頃の開催でしたが、経費・準備 

等を勘案し、時期をずらして県学会の初日に開催して 2日目に通常の学会を行う計画で 

す。もし決定となれば、県学会を 2年続けて広島市で開催し、来年度開催予定の東部で

の県学会は再来年度に開催していただくことになります。この件に関して何かご意見あ

りますか？ → 意見無し 

記念式典・記念講演等について何かいいアイデアがあればまた教えてください。 

 

【 米田副会長 】 

●自民党党員について 

 申込書の記入と申込金を徴収しますのでよろしくお願いします。 

 

                                 以上 


