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一般社団法人長野県臨床検査技師会 

2020年度第 3回理事会議事録 

 

日時：2020年 9月 11日（金）15時 30分〜17時 15分 

場所：長臨技事務所、web 

 

出席者      實原正明、宮原祥子、中山朋秋、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、藤原祝子、半田憲誉、佐々木朝海、楜澤由美、藤森和樹、

田中弘子、赤羽貴行、村山範行 

欠席者   竹内誠志、上原昭浩 

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  

① 實原会長 

・県健康福祉部医師・看護人材確保対策課との面談 

 日 時：2020年 7月 15日（水） 

場 所：飯田市 

 出席者：實原会長 

・長野県への 2019年度公益目的支出計画実施報告書提出ならびに県の受理 

 日 時：2020年 6月 21日（日）提出、7月 15日（水）受理 

 担 当：宮原副会長 

・県保健疾病対策課・長野市保健所・鈴木泌尿器科訪問 

 日 時：2020年 7月 16日（木） 

 場 所：長野市 

 出席者：實原会長 

・（一社）日臨技「臨床検査技師への業務の移管や共同化に係る意識調査」説明会 

 日 時：2020年 8月 12日（水）〜13日（木） 

 場 所：web出席 

 出席者：實原会長、宮原副会長 

・更科・千曲医師会 PCR検査センター運営会議 

日 時：2020年 8月 21日（金） 

 場 所：犀南保健センター 

 出席者：阿藤常務理事 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 2回理事会 

 日 時：2020年 9月 4日（金） 

 場 所：web出席 

 出席者：宮原副会長 

・第 69回日本医学検査学会 特別企画 

 日 時：2020年 9月 5日（土） 

 場 所：千葉県（web発表） 

 出席者：實原会長 

・県健康福祉部医師・看護人材確保対策課会議 

 日 時：2020年 9月 9日（水） 

 場 所：web会議 
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 出席者：實原会長、阿藤常務理事 

・飯田市医師会との連絡会議 

 日 時：毎週金曜日 19時 00分〜 

 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 3回執行理事会 

 日 時：2020年 9月 11日（金）14時 30分～15時 20分 

 場 所：長臨技事務所 

 出席者：實原会長、宮原副会長、阿藤理事、山本理事、野上理事 

 内 容：第 3回理事会について ほか 

② 報告事項 

・長臨技だより発行 ８月号No。266、9月号 No。267 

・HP掲載の理事・支部役員・研究班名簿の更新 

 

◇ 会計（山本理事）：なし 

 

◇ 広報・HP（中山副会長、楜澤理事） 

① 会議の開催 

・長臨技HP打ち合わせ 

 日 時：2020年 7月 29日（水） 

 場 所：上田市 

 出席者：4名 

 内 容：今後の長臨技HPについて 

・長臨技会誌 9月号打ち合わせ 

 日 時：2020年 9月 8日（火） 

 場 所：佐久市 

 出席者：2名 

 内 容：長臨技会誌入稿 

② その他 

 長臨技会誌 9月号発行準備中 

 

◇ 表彰選考委員会（藤森理事） 

  前年度の理事会で厚生労働大臣表彰候補になっていた久保田氏は、現役の臨床検査技師という条

件から外れてしまう為、今年度の厚生労働大臣表彰の推薦は該当者無しとなった。 

 

◇ 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 

 

◇ 社会福祉部（岩渕理事）：なし 

 

◇ 職能教育部（西尾理事）：なし 

 

◇ 学術（笠井理事） 

① 学術申請状況（2020年 7月〜8月） 

・2020年度一般検査初心者講習会（2020817～20201031） 
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・第 1回微生物・遺伝子検査研究班合同研修会（2020827） 

・第 2回微生物・遺伝子検査研究班合同研修会（2020902） 

・2020年度細胞診初心者講習会（20209中旬～下旬） 

・第 1回微生物・臨床化学検査研究班合同研修会（2020929） 

・2020年度輸血検査研究班ケーススタディー（20201001） 

② メール審議 

・2020年 7月 14日（火） 

「2020年度一般検査初心者講習」開催可否について：審議取り消し 

・2020年 7月 22日（水） 

「2020年度一般検査初心者講習」開催可否について（再審議） 

：全理事より承認および条件付き承認取得 

「第 1回、第 2回微生物・遺伝子検査研究班合同研修会」の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 

・2020年 7月 31日（金） 

「2020年度 細胞診初心者講習会」開催可否について：全理事より承認および条件付き承認取得 

・2020年 8月 18日（火） 

「2020年度第 1回微生物・臨床化学検査研究班合同研修会」開催可否について 

：全理事より承認取得 

・2020年 8月 20日（木） 

「輸血研究班ケーススタディ」開催可否について：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 6、7月レポートを掲載。 

 

◇ 精度管理委員会（藤原理事） 

① 研修会の開催 

・2019年度長野県精度管理調査改善検討会 

 日 時：2020年 8月 1日（土）〜9月 30日（水） 

 会 場：YouTubeを使用したオンライン研修会 

 参加者：会員 81名（8/29現在） 

 内 容：2019年度精度管理調査の結果および改善点などの報告 

② その他の事業 

・第 35回精度管理調査の実施 

 実施日程  参加申込：2020年 7月 1日（水）〜7月 31日（金） 

       試料送付：2020年 10月 6日（火） 

       回答締切：2020年 10月 20日（水）消印有効 

 調査内容  細胞部門（標本 10症例）、 

微生物部門（細菌同定 2株・薬剤感受性 1株・フォトサーベイ 5問）、 

輸血部門（血液型・不規則抗体 2検体・抗体同定） 

病理部門（HE染色・チールネルゼン染色） 

生理部門（心電図・ABI・心エコー等 10症例） 

一般部門（尿検査・尿蛋白定量・フォトサーベイ） 

臨床化学部門（33項目） 

血液部門（血算・血液像・凝固） 

免疫血清部門（4項目） 

 参加施設  144 施設（昨年度 156施設） 
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◇ 青年局（半田理事） 

① 会議の開催 

・第 1回青年局会議 

日 時：2020年 7月 29日（水） 

場 所：web会議 

出席者：14名 

内 容：今年度の研修会について 

 

◇ 特別委員会（佐々木理事）：なし 

 

◇ 支部報告 

【北信支部】（竹内理事）：なし 

【東信支部】（楜澤理事）：なし 

【中信支部】（菅野理事） 

① 研修会等の開催 

・PPE着脱、検体採取実技トレーニング」 

日 時：1) 2020年 8月 28日（金）18時 00分〜19時 00分 

    2) 2020年 8月 31日（月）18時 30分〜19時 30分 

    3) 2020年 9月 3日（木）18時 00分〜19時 00分 

    4) 2020年 9月 4日（金）18時 30分〜19時 30分 

    5) 2020年 9月 10日（木）18時 00分〜19時 00分 

場 所：信州大学医学部附属病院東病棟 10階会議室・臨床検査部カンファレンスルーム 

参加者：1) 会員 6名  県立こども病院 

    2) 会員 9名   相澤病院 

    3) 会員 5名   安曇野赤十字病院 

    4) 会員 5名   松本協立病院 

    5) 会員 10名  信州大学医学部付属病院 

② その他の事業 

 中信支部だより発行：7月、8月、9月 

【南信支部】（藤森理事）：なし 

 

(3) コロナウイルス関連報告：配布資料のとおり 

 

 

2 審議事項 

(1) 2020年度補正予算（案）について 

山本理事より、コロナウイルスの影響により予算を修正、経常収益約 766万減ではあるものの、

経常費用も約 789 万円減のため当初予算を上回る正味財産の減少はない見込みとの報告があり、

異議なく承認された。實原会長より賛助会員の減数について質問があり、テレワークにより社内

での審議が滞っていることが減数の要因とのことであった。 

 

(2) 賀詞交歓会および長放技との合同会議について 

藤森理事より、会場の最終決定が 10月中であるが、今年度の賀詞交歓会の開催について問われた。

当会は中止の方向で合意した。最終判断は執行理事で行うことで了承が得られた。合同会議の開

催については岩渕理事に調整していただくこととした。 

 

(3) 2020年度青年局研修会について 

半田理事より、2020年度青年局研修会はオンライン研修会として別紙実施要領が提出された。講

師料および役員日当について一部修正し、内容について詳細が決まり次第、メール審議を行うこ
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とで承認された。 

 

(4) 第 29回信大臨床検査セミナー（10月 18日）の長臨技契約 Zoomの利用について 

菅野理事より、信大臨床検査セミナー（長臨技共催）をWeb開催するにあたり、長臨技で契約し

ている Zoomを利用させていただきたいとの申し出があり異議なく承認された。 

 

 

3 その他 

(1) 第3回執行理事会報告 

・PCR実技研修会（県委託事業）について 

各支部でPCR実技研修会を開催できないかとの提案があった。実施要領を後日作成し各支部長へ配

布するので検討をお願いしたい。 

・技師長ミーティング開催について 

コロナウイルス関連について各施設の状況把握を行いたい。事前にアンケートを実施し、これに沿

って10〜11月頃にweb会議を行いたい。詳細は宮原副会長、西尾理事に調整していただき、10月長

臨技だよりに掲載する。 

(2) 日臨技報告（宮原副会長） 

・本年度の新入会員が例年より少ない傾向にある。各施設新入職員の入会を促してほしい。 

・日臨技理事会資料の中で、当会の研修会開催数が抜群によかった。他県から研修会開催方法につ

いても問い合わせを受けた。今後も積極的に例年通りの開催を目指していただきたい。 

(3) 県健康福祉部医師・看護人材確保対策課会議報告（實原会長） 

・今年度新設された健康福祉部医師・看護人材確保対策課では、医師の負担軽減を目指したタスク

シフトへの取り組みが行われている。現在は各職種の業務実態を調査・聴取している状況である。

今後も継続的に状況を報告する。 

 

 

次回開催日（予定）  2020年 12月 2日（水） 15時 30分〜  場所：長臨技事務所 


