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一般社団法人長野県臨床検査技師会 

2020年度第 4回理事会次第 

 

日時：2020年 12月 2日（水）17時 30分〜19時 00分 

場所：web 

 

出席者      實原正明、宮原祥子、中山朋秋、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、竹内誠志、楜澤由美、藤森和樹、

田中弘子、上原昭浩、村山範行 

欠席者   阿藤由理、赤羽貴行 

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 

 

1 報告事項  

(1) 会務報告  

・県政懇談会、県庁訪問 

 日 時：2020年 11月 6日（金） 

 場 所：長野市 

出席者：實原会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 首都圏支部関甲信支部合同支部連絡会議 

 日 時：2020年 11月 12日（木） 

 場 所：web開催 

 出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 認知症ＷＧ 

 日 時：2020年 11月 20日（金） 

 場 所：web開催 

 出席者：宮原副会長   

  

(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 4回執行理事会 

日 時：2020年 11月 28日（土） 13時 00分～14時 00分 

場 所：web会議 

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、藤森理事、野上理事 

内 容：第 4回理事会について、表彰選考について ほか 

② 報告事項 

・長臨技だより発行 10月号No.268、11月号No.269 

・長臨技会誌発行  2020 Vol.9 No.3通巻 36号 

 

◇ 会計（山本理事） 

・一般社団法人長野県臨床検査技師会の法人カードを取得、使用を開始した。 

 

◇ 広報・HP（中山副会長、楜澤理事） 

・長臨技会誌 2021年 Vol.10 No.1（新年号）作成中 

納品（会員着）：1月 12日（月）以降 
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◇ 表彰選考委員会（藤森理事） 

① 会議の開催 

・第 1回表彰選考委員会 〈資料 1〉 

日 時：2020年 11月 25日（水） 

場 所：web会議 

出席者：5名 

内 容：各種表彰について 

 

◇ 生涯教育企画調整委員会（野上理事） 

① 会議の開催 

・（予定）第 1回生涯教育企画調整委員会 

日 時：2021年 2月 10日（水） 18時 00分～ 

場 所：web 

 

◇ 賀詞交歓会（藤森理事）：なし 

 

◇ 社会福祉部（岩渕理事）：なし 

① 会議の開催 

・第 1回長放技・長臨技合同会議 

日 時：2020年 10月 15日（木） 中止 

② その他 

・令和 2年度長野県「世界エイズデー」普及啓発週間に合わせた街頭キャンペーンについて、 

「長野県健康福祉部 感染症対策課」の意向で今年度は中止となった。 

・出前講座の申し込み状況について： 「長野県ガールスカウト 中信地区 ACC」  

12月か 1月の予定。 

    No８ 「子宮頸がん予防啓発 ― 子宮頸がんは予防できる！ ― 」 講師：小林 幸弘 

・大家、司法書士、公認会計士へお歳暮を手配した。 

 

◇ 職能教育部（西尾理事）：なし 

① 研修会の開催 

・令和 2年度 技師長ミーティング（管理者研修会） 

日 時：2020年 11月 7日（土） 14時 00分～16時 00分 

場 所：web（Zoom） 

参加者：会員 32名 

内 容：医学検査学会の報告と統括（實原会長）、アンケート報告と討論進行（宮原副会長） 

 

◇ 学術（笠井理事） 

① 学術申請状況（2020年 9月〜11月） 

・2020年度長野県一般検査研修会（2020.12.6） 

・2020年度第 3回微生物・遺伝子検査研究班合同研修会（2020.11.4） 

・2020年度第 2回 微生物検査研究班研修会（2020.11.13） 

・第 62回病理組織研修会（2020.1.18-2.15 

② メール審議 

・2020年 9月 24日（木） 

「2020年度長野県一般検査研修会」の開催の可否について：全理事より承認取得 

「2020年度第 3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 

：全理事より承認取得 

・2020年 10月 7日（水） 
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「2020年度第 2回 微生物検査研究班研修会」の開催の可否について：全理事より承認取得 

・2020年 11月 13日（金） 

「第 62回病理組織研修会」の開催の可否について：全理事より承認取得 

③ 日臨技推薦 

・特別奨励賞 

伊藤 大貴氏（信州大学医学部附属病院） 

「血清蛋白電気泳動におけるアルブミン分画テーリンングの原因解析 アルブミン－IgG 複合 

体の一例」 

 

◇ 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 8、9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 

・（予定）2020年度長野県精度管理調査改善検討委員会 

 場 所：YouTubeを使用したオンライン研修会 

＊2019年度と同様に web開催したいが、集計作業後に動画準備をせねばならず作業が追い付か 

ないことが考えられる。負担を考えると今年度中の開催は難しく、来年度に持ち越してしまう可 

能性あり。 

② その他の事業 

・第 35回精度管理調査の状況 

 10月 20（火）各施設からの結果報告締め切り。 

 現在各部門担当者が集計・解析作業中で 2021年 1月、作業完了予定。2月ころ配布予定。 

 

◇ 青年局（半田理事） 

① 会議の開催 

・第 2回青年局会議 

日 時：2020年 9月 18日（金） 

場 所：web（Zoom） 

出席者：14名 

内 容：青年局日当直者研修会について 

・研修会リハーサル 

日 時：①2020年 11月 18日（水）  ②2020年 11月 20日（金） 

場 所：web（Zoom） 

出席者：①4名  ②8名 

内 容：研修会のリハーサル 

② 研修会の開催 

・2020年青年局日当直研修会 

日 時：2020年 11月 29日（日） 

場 所：web 

出席者：107名 

詳細については次回理事会にて報告。 

③ メール審議 

・2020年 9月 16日（水） 

「2020年青年局日当直研修会」の開催の可否について：全理事より承認取得 

 

◇ 特別委員会（佐々木理事）：なし 
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◇ 支部報告 

【北信支部】（竹内理事）：なし 

  

【東信支部】（楜澤理事） 

① 会議の開催 

・第 1回東信支部幹事会 

日 時：2020年 10月 29日（木） 

場 所：web 

出席者：9名 

内 容：今年度の支部活動について、各施設のコロナ対応について、 

各施設の ALP・LDの IFCC移行状況について 

 

【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：2020年 10月 26日（月）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 

参加者：会員 5名 松本市医師会医療センター 

内 容：PPE着脱実技トレーニング 

信州大学医学部附属病院 看護部  塩原真弓 

検体採取実技トレーニング 

信州大学医学部附属病院 臨床検査部  堀内一樹 

 

② その他の事業 

 中信支部だより発行：10月、11月号 

 

【南信支部】（藤森理事） 

〈上伊那地区〉 

① 研修会等の開催 

・2020年度南信支部上伊那地区第 1回勉強会 

日 時：2020年 11月 1日（日）～30日（月） 

場 所：web 

出席者：会員 44名、非会員：4名 

② メール審議 

・2020年 10月 21日（水） 

「2020年度南信支部上伊那地区第１回勉強会」開催の可否について：全理事より承認取得 

〈飯田下伊那地区〉 

① 研修会等の開催 

・新型コロナウイルス感染症等の核酸増幅（PCR等）検査技術基礎研修 

日 時：2020年 11月 21日（土） 13時 00分～16時 00分 

場 所：飯田市立病院、飯田市地域外来検査センター 

参加者：会員 26名 非会員 3名 

内 容：新型コロナウイルス感染症等の核酸増幅（PCR等）検査技術 

（感染症病原体の遺伝子検査におけるコンタミネーション・感染防止対策を中心に） 

長野県環境保全研究所感染症部 小野諭子技師、塚田竜介技師  

抗原定量検査について    飯田市立病院 荒木竜哉技師 

飯田市地域外来検査センター見学・PPE着脱訓練および検体採取訓練  

飯田市地域外来検査センター 小林貞子技師  
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② メール審議 

・2020年 11月 8日（日） 

「南信支部飯田下伊那地区新型コロナウイルス感染症等の核酸増幅（PCR等）検査技術基礎研修」 

                         開催の可否について：全理事より承認取得 

 

 

(3) コロナウイルス関連報告 

【北信】 〈資料 2〉 

① 現況報告 

・更級・千曲医師会 PCRセンター（長野市南部）視察 

日 時：2020年 10月 15日（木）13時 00分～14時 30分 

参加者：竹内理事 

② 疑問・困っていること 

・鼻咽頭から検体採取時、鼻出血したときの対応・注意点 

 最近、空気が乾燥してきた影響か採取患者からの綿棒に血液が付着、あるいは出血する方がい 

るとの報告が増えてきている。現在、長野市医師会から長野市保健所に「検体採取時に鼻出血し 

た場合の対応・注意点」のマニュアル作成を依頼中。ただ保健所が繁忙を極めており完成がいつ 

になるか不透明。出血した際ヘモグロビンが PCR増幅に阻害作用があるとの報告もあり、暫定的 

ではあるが一人の患者に対して予備を入れて 2本のウイルス輸送スピッツを用意して、出血した 

場合はもう片方の鼻咽頭でも採取し 2本提出することとしている。 

→ 環境衛生試験所より「PCR検査センターでの検体採取時の血液付着について（当日資料参照）」 

が配布された。北信地域にて通達する。 

③ その他 

・12月より長野市医師会 PCRセンターに北野病院が新規派遣参入。 

・12月より更級・千曲医師会 PCRセンターに長野赤十字病院が派遣再開。 

 

【東信】 

  ・年末年始の対応について調査依頼があった。上田地域は年末年始の稼働予定はない。 

 

【中信】 

① 現況報告  

・中信支部 PPE着脱、検体採取実技講習会⑥  〈資料 3〉 

2020年 10月 26日（月） 18時 00分～19時 00分 

・松本地域 PCR検査センター（防災物資ターミナル）の運用開始：9月 14日（月）～ 

臨床検査技師派遣：松本協立病院、相澤病院、長野県立こども病院、信大病院、 

安曇野赤十字病院（10月末）、松本市医師会医療センター（11月～） 

問題なく稼働している。検体数 0～10件程度。年末年始 1月 1日以外稼働。 

・安曇野市 PCR検査センターの運用開始：11月 25日（水）～ 

臨床検査技師派遣（検体採取 基本は唾液）：安曇野赤十字病院、穂高病院 

検体数は 2〜3件/日。 

 

 【南信】 

・新型コロナウイルス感染症等の核酸増幅（PCR等）検査技術基礎研修の開催（当日資料参照） 

 飯田下伊那地区で開催。他の地区でも開催していただきたい。 

 

中信支部開催の PPE着脱・検体採取実技講習会、南信支部の新型コロナウイルス感染症等の核酸増 

幅（PCR等）検査技術基礎研修について、日臨技へ報告することで了承を得た。 
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2 審議事項 

(1) 2020年度長臨技永年職務精励者、県知事表彰推薦者について（資料 1参照） 

藤森理事より、県知事表彰候補者として、会長推薦にて村山範之氏も推薦したいとの提案があり、 

異議なく承認された。また、永年職務精励者表彰候補者 25名についても承認された。1月長臨技 

だよりに掲載する。 

(2) 表彰規程の改定提案 

  藤森理事より、長臨技功労者表彰規程について、次の改定案が提示された。 

（功労者） 

 第 4条 

 三 定款第 20条の役員経歴が、合わせて 8年以上の経験者であること 

        ↓ 

 三 定款第 20条の役員経歴が、合わせて 8年以上の経験者であること、若しくはそれに相当 

する業績があり、会長推薦があること 

  規程の改定理由として、条件を満たす対象者が退職していること、また顕著な功績があるにも関わ 

らず年数を満たさない方がいることが挙げられた。これに対し、上原顧問より、「ハードルを下げ 

ることは賛成であり、役員経歴の年数を 8年から 6年（３期相当）にしてはどうか。ただし、「相 

当する業績」が曖昧であり、会長によって基準が変わってしまう可能性があるのでは」という意見 

が出された。實原会長より、「受賞は現状の長臨技功労賞・県知事賞・厚生労働大臣賞の順でなけ 

ればならないのか」との質問があったが、各賞の推薦基準が不確かであることから、関係機関に調 

査・確認し再検討することとした。なお、表彰規程の変更については満場一致で承認された。 

 

 

3 その他 

(1) 2021年度活動計画書の提出について（實原会長） 

今年度は各種事業が凍結してしまったが来年度は例年通りの開催を計画していただきたい。後日、 

庶務から2021年度活動計画書を配布する。 

その際の公益事業と県学会の支部分担は今年度の分担を引き継いで作成する事とする。 

(2) 一斉メールについて（宮原副会長） 

12月長臨技だよりから配信することで承認が得られた。また、技師会のメール未登録者は95名、

その中で個人未登録者が30名程度いるが、長臨技だよりを郵送する際にメール登録を依頼するこ

ととする。 

(3) 県公益目的支出計画実施報告書について（宮原副会長） 

赤字幅が減っているので期限内に計画終了が見込めないため申請変更を提出する予定。次年度予

算書が承認されたところで申請を行う。 

 

次回開催日（予定）  2020年 3月 5日（金） 15時 30分〜  場所：長臨技事務所 

 

 


