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一般社団法人長野県臨床検査技師会 

2020年度第 2回理事会議事録 

 

日時：2020年 7月 10日（金）15時 30分〜19時 10分 

場所：長臨技事務所 

 

出席者      實原正明、宮原祥子、阿藤由理、野上綾子、山本美枝、藤森晶子、岩渕恭子、西尾昌晃、

笠井大助、菅野光俊、半田憲誉、竹内誠志、楜澤由美、藤森和樹、田中弘子、赤羽貴行、

村山範行、上原昭浩 

欠席者   中山朋秋、藤原祝子、佐々木朝海 

議  長   實原正明 

書  記   野上綾子 

議事録署名 實原正明会長、田中弘子監事、赤羽貴行監事 

 

1 報告事項  

(1) 会務報告  

・長野県庁保健疾病対策課、長野市医師会との協議 

日 時：2020年 4月 17日（金） 

場 所：長野市 

出席者：實原会長 

・長野県医師会会議 

日 時：2020年 4月 30日（木） 

場 所：飯田市（Web会議） 

出席者：實原会長 

・長野市保健所との調整 

日 時：2020年 4月 30日（木） 

場 所：メール会議 

出席者：實原会長 

・コロナ対応における日臨技への報告 

日 時：2020年 5月 8日（金） 

場 所：メール会議 

出席者：實原会長 

・株式会社プラルトおよびエールシステム 打ち合わせ 

日 時：2020年 6月 30日（火） 

場 所：JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

内 容：長臨技会誌および HPについて 

出席者：中山副会長、阿藤常務理事 

・一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 第 2回理事会 

日 時：2020年 7月 4日（土） 

場 所：Web会議 

出席者：宮原副会長 

・一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 各県における PCR関係好事例報告会 報告 

日 時：2020年 7月 4日（土） 

場 所：Webミーティング 

出席者：實原会長 

・飯田市医師会との連絡会議 

日 時：毎週金曜日 19時 00分〜 
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出席者：實原会長 

 

(2) 部局報告（部、委員会、支部報告） 

◇ 総務（阿藤理事） 

① 会議の開催 

・第 1回執行理事会 

 日 時：2020年 6月 6日（土） 

 場 所：長臨技事務所 

 出席者：實原会長、宮原副会長、中山副会長、阿藤理事、山本理事、笠井理事、菅野理事 

 内 容：2020年度各種事業・研修会について、会誌の発行について ほか 

・第 2回執行理事会 

 日 時：2020年 6月 20日（土） 

 場 所：長臨技事務所 

 出席者：實原会長、宮原副会長、中山副会長、阿藤理事、野上理事、山本理事、楜澤理事 

 内 容：東信支部幹事および理事欠員について、広報・HPについて ほか 

② 研修会等の開催 

・2020年度定時総会 

 日 時：2020年 6月 20日（土）14時 00分〜14時 40分 

 場 所：長臨技事務所 

③ 報告事項 

・長臨技だより発行 5月号No.263、6月号 No.264、7月号No.265 

・長臨技会誌発行  2020 Vol.9 No.2通巻 35号 

・理事辞任届提出：植松理事（4月）、石合理事・寺戸理事（6月） 

④ メール審議 

・2020年 6月 23日（火） 

「第 45回長野県臨床検査学会」開催延期について：全理事の承認取得 

 

◇ 会計（山本理事） 

① 会議の開催 

・2019年度決算会計監査 

 日 時：2020年 4月 20日（月） 

 場 所：長臨技事務所 

 

◇ 広報・HP（阿藤理事） 

① 現況報告 

・プラルト 高橋重剛様と長臨技会誌について打ち合わせ 

・エールシステム 神津 亘様と長臨技HPについて打ち合わせ 

 日 時：2020年 6月 30日（火）15時 30分〜17時 00分 

   詳細については配布資料参照。 

 

◇ 表彰選考委員会（藤森理事） 

① 現況報告 

・表彰選考委員長 引継ぎ 

 日 時：2020年 5月 14日（木） 

 場 所：長臨技事務所 

 

◇ 生涯教育企画調整委員会（野上理事）：なし 

 

◇ 賀詞交歓会（藤森理事）：なし 
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◇ 社会福祉部（岩渕理事） 

・6月下旬 大家さん・公認会計士・司法書士にお中元の手配をした。 

 

◇ 職能教育部（西尾理事） 

① 現況報告 

・7月開催予定の新入会員研修会のスケジュール作成と青年局との調整 

・今年度行う予定のアンケートの見直し 

 

◇ 学術（笠井理事） 

① 会議の開催 

・2020年度第 1回学術委員会 

日 時：2020年 5月 11日（月）〜6月 5日（金）メールを用いたWeb会議 

内 容：2020年度の長臨技活動方針の説明とそれを受けての研究班活動計画の再提出 

② 学術申請状況（2020年 4月〜6月） 

・2020年度第 1回中信支部講習会（20200621） 

・2020年度第 1回微生物検査研究班研修会（20200716） 

・第 29回信大セミナー（20201018） 

・2020年度臨床化学化学免疫血清研究班講習会（20200801） 

・第 34回長野県臨床細胞学会総会、第 34回スライドカンファレンス（20200705） 

③ メール審議 

・2020年 6月 19日（金） 

 「2020年度第 1回微生物検査研究班研修会」開催の可否について：全理事の承認取得 

・2020年 6月 25日（木） 

 「2020年度臨床化学免疫血清研究班初心者講習会」開催の可否について 

  ：全理事より承認および条件付き承認取得 

 

◇ 感染対策委員会（菅野理事） 

・長野県耐性菌検出情報 

  長臨技ホームページに 2020年 3,4,5月レポートを掲載。 

 

◇ 精度管理委員会（藤原理事） 

① 会議の開催 

・第 1回精度管理事業委員会 

 日 時：2020年 5月 20日（水）メール会議 

 出席者：16名 

 内 容：各部門における今年度の精度管理調査の実施内容・予定の提出および確認。 

     延期となっていた 2019年度長野県精度管理改善検討会の開催について、開催の可否 

および開催する場合の研修形態について方針決定した。 

・長野県医師会との打ち合わせ会議：中止 

② メール審議 

・2020年 6月 13日（土） 

 「2020年度（第 35回）長野県精度管理調査」開催について：全理事の承認取得 

 

◇ 青年局（半田理事） 

① 現況報告 

・6月：予定していた会議は中止 

・7月：Zoomを利用した会議を開催予定 
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・青年局宿泊研修会（8月）中止 

◇ 特別委員会（佐々木理事） 

・なし 

 

◇ 支部報告 

【北信支部】（竹内理事） 

① 現況報告（2020年 4月～7月） コロナ対応（後述） 

 

【東信支部】（楜澤理事） 

① 現況報告 

・感染症イベントのための会場予約 

・支部での活動（幹事会含む）は実施していない。 

 

【中信支部】（菅野理事） 

① 会議の開催 

・令和 2年度第１回中信支部講習会（Web講習会）予行（接続テスト） 

日 時：2020年 6月 18日（木） 

開 催：Zoom 

出席者：6名 

内 容：接続テスト、音声・画像・動画確認 

② 研修会等の開催 

・令和 2年度第 1回中信支部講習会（Web講習会） 

日 時：2020年 6月 21日（日）15時 00分～17時 00分 

開 催：Zoomを利用したオンライン開催 

参加者：会員 41名、非会員 0名（当日接続 44名確認） 

内 容：COVID-19について 

「SARS-CoV-2 PCR検査のススメ」信州大学医学部附属病院 重藤翔平 

「COVID-19の第二種感染症指定医療機関の対応について」松本市立病院 原口育美 

「個人防護具着脱手順（１）ガウンタイプフル PPE 着衣」 

「個人防護具着脱手順（２）ガウンタイプフル PPE 脱衣」 ビデオ視聴 

監修者 中村ふくみ（公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院） 

「COVID-19 PCR 正しい検体採取法」 ビデオ視聴（音声なし） 

日本耳鼻科学会制作・監修 

 

【南信支部】（藤森理事） 

〈諏訪地区〉 

① 現況報告 

・諏訪地区第 1回勉強会 中止 

  〈飯田下伊那〉 

① 会議の開催 

・第 45回長野県臨床検査学会第 4回実行委員会 

日 時：2020年 5月 27日（水） 

場 所：飯田市立病院検査事務室 

出席者：6名 

 

◇ その他 

・県への報告（次回理事会） 

・3月植松理事、6月石合理事・寺戸理事が退任された。 
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2 審議事項 

(1) 広報・HP担当理事の後任について（實原会長） 

理事の退任に伴い、後任の担当理事として楜澤理事（兼任）が執行理事会より提案され、満場一 

致で承認された。長臨技会誌については中山副会長、ホームページについては楜澤理事が主に担 

当し、理事および学術誌・広報 HP委員に担当を割り振り進めていくこととした。 

 阿藤常務理事より会議等の詳細について報告がされた（配布資料参照）。上原顧問より各委員会 

規程作成の提案があったが、今年度が各委員会の業務が例年と異なるため見送りとした。宮原副 

会長より今年度会誌の発行手順が整うので会誌発行のマニュアルを作成してはどうかとの提案が 

あった。 

 

(2) 2019年度精度管理改善検討会（延期）の開催について（藤原理事） 

昨年度より延期になっていた2019年度精度管理改善検討会は非公開のユーチューブを利用した

オンライン研修会として開催することが提案され承認された。例年通り事前申し込みは不要、参

加費無料とするが、視聴方法および視聴したことを証明するレポート提出等の詳細については 8

〜9月長臨技だよりに掲載する。 

 

(3) プロジェクター、スピーカーフォン購入について（宮原副会長、山本理事） 

プロジェクターを理事会として購入したいとの意見が宮原副会長より提案され、異議なく承認さ

れた。詳細については今後山本理事と調整することとなった。スピーカーフォンが必要な支部は

山本理事へ申し出ていただく。現在購入済みのスピーカーフォン 1 台は当面研修会の開催予定が

ある中信支部にて保管する。 

 

(4) 「Zoomを利用した研修会開催手順」、「Zoomの使い方」の配信について 

（笠井理事、菅野理事） 

菅野理事より別紙「研修会開催手順について」提案され、提案内容について異議なく承認された。 

内容について支部・研究班へ周知する。 

 

(5) 賀詞交歓会・合同研修会の開催可否について（藤森理事） 

今年度の賀詞交歓会は 2021 年 1 月 23 日（土）を予定している。新型コロナウイルス感染が懸

念されるが、長臨技としての開催可否について藤森理事より挙げられた。村山顧問より「現時点

での判断は時期尚早であり開催条件を設定するなどして判断すべき」と意見があり、世の中の状

況を加味し長放技と相談しつつ、時期を見計らって方向性を決めることで意見が一致した。 

 

(6) 今年度の事業について（實原会長） 

今年度は理事会承認された事業および研修会を開催することとし、開催形態は原則 web 開催と

なる。日臨技関連としては PCR 実技研修会、検体採取研修会を予定している。PCR 実技研修会

については遺伝子研究班・微生物研究班の協力を得、信州大学松田先生のご指導による開催を計

画している。検体採取研修会については検体採取受講済みだが日常的には実施していない会員も

いるため、地域単位で「繰り返し研修会」として開催する方向で検討しているとの内容が實原会

長より報告され、異議なく承認された。上原顧問より会計補正の必要性を問われたが、山本理事

より大きな影響はないため補正は不要であるとの回答であった。 

 

(7) 今年度の事業分担について（宮原副会長） 

今年度の事業について以下の内容が確認され承認された。 

① 職能・公益 

・人を招集しての事業は開催しない方向。公益事業は今年度見送ることとする。 

・管理者研修：研修会は開催せず、web会議やアンケート実施などを検討。 

・中堅：集合研修会は実施しない。 

・青年局：集合研修会は実施しないが、web配信などで新入会員向けのアプローチができないか 
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今後検討する。 

  ・職能アンケート：現況を鑑み、今年度は延期とする。 

② DVT研修会 

オンデマンド研修会による開催の可能性が提案され、昨年度で開催予定であった災害報告会と

ともに、執行理事・特別委員会・楜澤東信支部長で検討していただくことする。 

今年度は災害時対応方法の整備と共に、新型コロナウイルス関連、長臨技会誌、ホームページ、

表彰選考が主な事業となる。理事全員に協力を願いたい。 

 

(8) アンケート結果について 

事前に依頼したアンケート結果について以下の内容で確認、承認された。 

① 長放技との合同会議（年２回）開催について（岩渕理事） 

   → 状況をみながら判断する。 

② 支部幹事会の開催をどのようにするか。参集するのかWebにて行うのか。（楜澤理事） 

   → 可能であれば Zoom開催とする。次第などの事前準備は必要。 

③ 支部での研修会をどのように進めていけばよいか。web等にした場合、各施設（個人）で対応

可能なのか。主催する側としてうまくできるのか。「災害について」企画予定だが、Web で実

施した場合に活発な討論になるのか、そうするために主催側としてどのような企画・工夫すれ

ばよいか。 

 → 支部を超えた参加でもよいと考える。「災害について」は開催形態も含め、会長・特別委

員会と検討していただく。 

④ 今後の支部単位（地区単位）の勉強会の進め方。Zoomで行うといっても簡単には企画できな 

い。 

     → Zoomを利用して研修会を開催したい時には実績のある菅野理事に相談に乗っていただ 

ける。 

 

(9) 非会員の研修会参加費について 

笠井理事より、微生物研究班研修会に参加希望されている非会員の方（保健所職員）がいるが参

加費は徴収すべきかとの質問があった。一部無料でも良いのではないかとの意見もあったが、非

会員については原則入会していただき、入会されない場合は参加費を徴収するべきであるとの意

見が多数あり、参加費徴収に賛成の理事が多数を占めたため、非会員からは参加費を徴収する（今

回は 3000円）ことで承認された。 

 

 

3 新型コロナウイルス対応報告 

① 實原会長：日臨技 好事例報告会内容報告 

② 北信支部（竹内理事） 

・4月 27日（月）長野市保健所長から PCRセンター開設に向けて技師派遣協力要請 

（当院にて上原顧問と３者面談） 

北信保健福祉事務所長から北信地域 PCRセンターに技師派遣協力要請 

・4月 28日（火）北信支部幹事施設に PCRセンター技師派遣協力体制調査送付 

・5月 11日（月）～ 長野市医師会 PCRセンター 稼働 

・5月 18日（月）長野市保健所から長野市南部 PCRセンターへの技師派遣要請 

・5月 27日（水）～ 更級・千曲医師会 PCR センター 稼働 

・6月 1日（月）～ 新型コロナ北信検査センター 稼働 

・7月 7日（火）長野市医師会 PCRセンター 改善検討会予定（長野市民病院内） 

③ 大北地域の外来 PCR センターについて（佐々木理事） 

 大北地区は患者数が少なく大北医師会主導で外来 PCRセンターが立ち上がっている。 

開設場所は市立大町総合病院の敷地内、開設時間は月曜日～金曜日の 13：30～14：30（先着 5 

名）大町病院の職員で運営されている。 
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大町保健所の職員が来院され、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム 

（HER-SYS
ハ ー シ ス

）の利用をお願いしたいとの依頼があった。LAMP法など含め新型コロナウイルス 

関連検査を行うすべての患者に対して HER-SYSへの情報入力を求められた。長野県としては 7 

月 1日より稼働を進めているとのことであるが、どのようにされているか。 

→理事の中でHER-SYSの入力をしている施設は確認されなかった。 

 

④ 「諏訪医療圏地域外来・検査センター」の開設について 

6/29～試用期間、7/20～本稼働予定 

1日 2時間 3日/週。医師会の医師１人、諏訪地域の 6病院から派遣となる看護師または臨床 

検査技師 2人、事務員１人の 4人体制。病院単位で受け持つようだが未定。諏訪赤十字病院で 

は要請があった日に医師 1、看護師 1、臨床検査技師 1、事務員 1で出動予定。 

 

 

４ 会計について  山本理事 

① インターネットを利用した研修会の講師謝礼、役員日当について 

 従来どおり、学術運営規定と会計マニュアルに則って金額を決めていただく。 

（講師等の謝礼）学術運営規定第 8章第 12条 

講師等謝礼は次の各号を目安とするが、講師の地位や事業規模、内容により、それを 

超える場合がある． 

一 医師     30,000円以内 

二 県内会員    5,000円以内 

三 他県技師    10,000円以内 

（役員日当）会計マニュアル 研修会における会計について 

半日の研修会：500円〜1,000円 

１日の研修会（実習なし）：1,000円〜2,000円 

１日の研修会（実習あり）：2,000円〜3,000円 

上記報告に対し、宮原副会長と菅野理事より web研修会により研修会の事前・事後の作業が増え

ているがどうしたらよいかとの意見が出された。時給 950円で換算していただくが、今までの研修

会において事前事後の作業に対し作業代を支払っていない現状もあり、作業の内容・量と共に公平

性も考慮し会計理事と相談の上支給することとした。 

謝礼、日当に関連し、菅野理事より以下の意見が出された。 

1) Web講習会開催後の講師料・実務委員日当の渡し方等について 

・銀行口座振り込み（手数料：110～880円）、 

・クオカード・ギフトカード等郵送（84～円） 

・現金書留（+435円）、 

・アマゾンギフト券（Eメールタイプ）立替払いまたは、技師会法人カード払い 

2) 受領の証明の仕方（受領印、サイン）：どこまで必要か？ 

 ・振込受領証 

 ・受領印・サイン等を返信用封筒で返信、またはメールで送信（PDF、画像） 

 ・控え 

 ・受領確認メール 

  渡し方については当該人の希望に添ったものとし特に規定しないが、可能な限り安価で手間を要

さない方法でお願いしたい。また、受領については受領印・サイン等をいただくこととする。この

際複製できるものは避ける。 

 

② 法人クレジットカードについて 

一般法人用のクレジットカード導入の検討を行っており、山本理事、会計担当経験された理事に

一任することとした。 
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5 その他 

① 研修会案内（申し込み）を会員へ送信してほしいと事務所へ依頼があったが、研究班からの依

頼は原則、学術理事を通すことで周知していただきたい。 

② 菅野理事・宮原副会長より、日臨技に一斉メール機能があるので、今後会員個々への情報発信

に利用していったらどうかとの提案があり、マニュアルを整備した上で、送信内容を災害時など

の緊急情報・長臨技だより・その他会長が必要と判断した場合などに限定して利用していくこと

が承認された。それに先立ち、施設メールアドレスを登録している場合、何通も重複して届いて

しまうため、次号の長臨技だよりで、 

・今後一斉メールを使用していきたいこと 

・メール受信を希望する場合は日臨技の会員情報で可能であれば個人メールを登録していただ 

きたいこと 

・施設メールアドレスを登録している会員にはメールアドレスの変更をお願いしたいこと 

等を発信することとした。 

 

 

 

 

次回開催日（予定）  2020年 9月 11日（金） 15時 30分〜  場所：長臨技事務所 

 

 


