
1 

 

一般社団法人長野県臨床検査技師会 

2021年度第 4回理事会議事録 

 

日時：2021年 9月 3日（金）17時 00分～19時 20分 

場所：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、青木佑太、楜澤由美、

藤森晶子、岩渕恭子、萩原俊美、笠井大助、堀内一樹、藤原祝子、半田憲誉、佐々木朝海、

竹内誠志、中澤裕司、中野 聡、西尾昌晃、赤羽貴行、井出 充、村山範行 

欠席者   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、赤羽貴行監事、井出 充監事 

 

 

1 報告事項  

(1) 会務報告  

・長野県医師会副会長訪問 

 日 時：2021年 6月 8日（火） 

 場 所：飯田市 

 出席者：實原会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 臨床検査技師によるワクチン接種の経緯説明会 

 日 時：2021年 6月 14日（月）～16日（水） 

 場 所：web 

 出席者：執行理事 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 臨地実習指導者講習会 GW打ち合わせ 

 日 時：2021年 6月 22日（火） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 1回臨地実習指導者講習会WG 

日 時：2021年 6月 23日（水） 

場 所：web 

出席者：宮原副会長 

  ・（一社）日本臨床衛生検査技師会 令和 3年度定時総会 

   日 時：2021年 6月 26日（土） 

   場 所：web 

   出席者：宮原副会長 

・信州大学、長野県看護協会訪問 

 日 時：2021年 6月 28日（月） 

 場 所：松本市 

出席者：實原会長、宮原副会長、中山副会長 

  ・（一社）日本臨床衛生検査技師会 臨地実習指導者講習会 GW打ち合わせ 

   日 時：2021年 7月 8日（木） 

   場 所：web 

   出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 2回臨地実習指導者講習会WG 
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 日 時：2021年 7月 12日（月） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 2回理事会 

 日 時：2021年 7月 17日（土） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 

・長野県庁、長野市医師会、長野赤十字病院訪問 

 日 時：2021年 7月 28日（水） 

 場 所：長野市 

 出席者：實原会長 

・税理士訪問 

   日 時：2021年 7月 29日（木） 

   場 所：長野市 

   出席者：阿藤常務理事 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 2回認知症WG 

 日 時：2021年 8月 4日（水） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 1回認定認知症領域検査技師制度資格更新・研修会WG 

 日 時：2021年 8月 11日（水） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 3回理事会 

 日 時：2021年 8月 17日（火） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 2回臨地実習指導者講習会WG 

 日 時：2021年 8月 24日(火） 

 場 所：web 

 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 報告事項 

・長臨技だより発行 7月号No.277、8月号 No.278、9月号No.279 

② 会議の開催 

・第 2回執行理事会 

 日 時：2021年 7月 29日（木）18時 00分～19時 30分 

 場 所：web 

 出席者：7名 

 内 容：各種研修会について（災害・乳腺超音波・タスクシフト・臨地実習）、表彰について他 

③ 研修会の開催 

・2021年度定時総会 

 日 時：2021年 6月 6日（日）14時 45分～15時 50分 

 場 所：信州大学旭総合研究棟 9階 講義室 A/B 

 参加者：会員 62名 
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・2021年度新旧理事引継ぎ会及び新理事研修会 

 日 時：2021年 6月 12日（土）13時 00分～16時 00分 

 場 所：信州大学医学部附属病院外来棟 4階 中会議室 

 参加者：理事 24名 

 

◇ 会計（山本理事）：なし 

 

◇ 広報・HP（中山副会長、楜澤理事）： 

① 会誌報告 

・長臨技会誌 2021 vol.10 No.3（通巻 39号）9月下旬～10月初旬発行予定 

・プラルト打ち合わせ 

日 時：2021年 8月 30日（月） 

② HP掲載・修正依頼（2021年 6月 7日～2021年 8月 27日） 

・6月 16日「長野県耐性菌検出情報」テキスト 変更 

・6月 16日「学術・渉外活動に関わる事務手続きについて」テキスト 追加 

・6月 24日「2021年度 第 36回 長野県精度管理調査募集要項」PDF 差替 

・6月 30日「2021年度 第 36回 長野県精度管理調査申込書」PDF・Word 差替 

・7月 2日「第 45回 長野県臨床検査学会」スライダー・バナー 設置） 

・7月 27日「各部会・委員会役員名簿」テキスト 変更 

・7月 29日「第 63回 病理組織研修会」開催案内 掲載） 

・7月 30日「第 71回 日本医学検査学会」スライダー・バナー 設置（URLリンク含） 

・7月 30日「第 70回 日本医学検査学会」バナー 削除 

・8月 2日「第 45回 長野県臨床検査学会 開催のご案内」PDF 差替 

・8月 10日「第 45回 長野県臨床検査学会 開催のご案内」更新日テキストの追加 

・9月 3日「世界アルツハイマー月間」スライダー・バナー 設置 

③ その他 

・6月 24日「メーリングリスト作成・削除」連絡 

   

◇ 表彰選考委員会（青木理事） 

① 会議の開催 

・第 1回表彰選考委員会【資料 1】 

日 時：2021年 8月 27日（金） 

場 所：web 

出席者：5名 

内 容：各種賞への推薦者について 

 

◇ 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） 

① その他事業 

・事務所から大家さんと司法書士さんに、お中元の手配をしていただいた。 

・税理士さんへは今回は阿藤理事に手配していただいた。 

 

◇ 職能教育部（萩原理事） 

① 研修会の開催 

・2021年度新入会員Web研修会 
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日 時：2021年 8月 1日(日）13時 00分～16時 00分 

場 所：web 

参加者：会員 62名 

内 容：新入会員の心得と検査技師の役割、本会の機構と事業について、日臨技の概要、 

青年局より先輩技師からのアドバイス、グループワーク 

② メール審議 

・2021年 6月 22日（火） 

「2021年度新入会員オンライン研修会」開催の可否について：全理事より承認取得 

・2021年 8月 19日（木） 

「2021年度技師長ミーティング開催について」：条件付き（予算案変更）承認 

 

◇ 学術（笠井理事） 

① 研修会の開催 

・第 1回講演会 

日 時：2021年 6月 6日（日）13時 00分～14時 00分 

場 所：信州大学旭総合研究棟 9階 講義室 A/B 

出席者：会員 65名 

内 容：「長臨技会員、信州大学病院での 25年をふりかえって」 

     講師 福島県立医科大学保健科学部臨床検査学科 准教授 菅野光俊 

② 学術申請状況（4～8月） 

・2021年度一般検査初心者講習（2021.6.14～9.30） 

・第 36回サタデースライドカンファレンス（2021.6.26） 

・第 30回信大臨床検査セミナー（2021.9.12） 

・第 63回病理組織研修会（2021.8.2-8.30） 

・2021年度南信支部諏訪地区第 1回講演会（2021.7.27） 

・2021年度臨床化学・免疫血清研究班初心者講習会（2021.8.21） 

・2021年度細胞診初心者講習会（2021.9） 

・2021年度第 1回微生物検査研究班研修会（2021.9.28） 

・2021年度南信支部上伊那地区第 1回勉強会（2021.8.30-9.26） 

・第 10回リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2021信州まつもと（2021.9.4-9.5） 

 

◇ 感染対策委員会（堀内理事） 

① 情報提供 

・長野県耐性菌検出情報 更新 

  長臨技ホームページに 2021年 4月～6月分レポートを掲載。 

・「耐性菌検出状況レポート」 及び「長野県各地区の耐性菌分離率」 発行 

  2021年 4月～6月分のレポートを SICSS参加施設へ送付 

・「SICSS4半期報」 発行 

  2021年 4月～6月分のレポートを SICSS参加施設へ送付 

・報告対象菌の連絡 

  報告対象菌が検出された施設へメール連絡 

 

◇ 精度管理委員会（藤原理事） 

① 研修会の開催 

・2020年度精度管理調査改善検討会 

日 時：2021年 5月 1日（土）～31日（月） 

場 所：web（オンデマンド） 

参加者：会員 211名、非会員 1名 
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内 容：2020年度長野県臨床検査精度管理調査の結果報告および解説 

臨床化学  地方独立行政法人 長野市民病院  島﨑朋之 

血液    岡谷市民病院         小口渉 

免疫    信州大学医学部附属病院    石嶺南生 

一般    信州大学医学部附属病院    荻野結加 

細菌    株式会社ミロクメディカルラボラトリー 小山忍 

細胞    JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 佐藤憲俊 

病理    地方独立行政法人 長野市民病院  丸山聡 

輸血    社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  原博明 

生理    社会医療法人栗山会 飯田病院   下平弘樹 

② その他の事業 

・2021年度（第 36回）精度管理調査の実施 

 実施日程  参加申込：2021年 7月 1日（木）〜7月 31日（土） 

       試料送付：2021年 10月 5日（火） 

       回答締切：2021年 10月 19日（火） 

 調査内容 細胞部門（フォトサーベイ 10症例程度） 

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・抗体同定記述） 

病理部門（HE染色・Anti-pan Cytokeratin抗体[AE1/AE3]による免疫組織化学染色） 

      生理部門（心電図・ABI・心エコー等 12症例） 

一般部門（尿検査・尿蛋白定量・便中ヘモグロビン検査・フォトサーベイ 5問） 

      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） 

遺伝子部門（SARS-CoV-2核酸増幅） 

 参加施設  151 施設 

   遺伝子部門は 42施設から申し込みがあり参加可とした。遺伝子研究班の松田班長が保健学科と 

して研究費助成を申請しており研究費の許可が下りたため、技師会として 2キット購入すること 

となった。事前確認については LAMP法のみ実施し、結果に問題はなかった。 

 

◇ 青年局（半田理事） 

① 会議の開催 

・新入会員研修会リハーサル 

日 時：2021年 7月 16日（金） 

場 所：web（Zoom） 

出席者：13名 

内 容：新入会員研修会のグループワークのリハーサル 

② 研修会の開催 

・日当直者研修会 2021 やってはいけない検査室 24時 

日 時：2021年 8月 29日（日）13時 30分～16時 00分 

場 所：web（Zoom） 

参加者：会員   名 

内 容：1. 生理編   JA長野厚生連長野松代総合病院  宮原 遼 

2. 血液編   飯田市立病院  久保敷遥歩 

3. 細菌編   株式会社ミロクメディカルラボラトリー  中野瑛介 

4. 生化・免疫編   昭和伊南総合病院  松尾 賢 

5. 一般編   信州大学医学部附属病院  七戸加奈 

6. 輸血編   JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター  中曽根允彦 
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◇ 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 会議の開催 

・全国「検査と健康展」第 2回実行委員会 

日 時：2021年 7月 15日（木） 

場 所：長野市 

出席者：11名 

内 容：各担当確認 実行委員依頼 等 

   ・全国「検査と健康展」第 3回実行委員会 

   日 時：2021年 8月 19日（木） 

場 所：長野市 

出席者：10名 

内 容：各担当進捗状況確認 １次チラシ案確認 等 

 

【東信支部】（中澤理事） 

① 会議の開催 

・第 1回東信支部幹事会 

日 時：2021年 7月 15日（木） 

場 所：佐久市 

出席者：13名 

内 容：役割分担、年間計画、今後の幹事会などについて 

 

【中信支部】（中野理事） 

① 会議の開催 

・第 2回中信支部幹事会 

日 時：2021年 6月 15日（火） 

場 所：松本市 

出席者：11名 

内 容：がんイベントについて、長野県臨床検査学会について、中信支部講習会について 

・第 3回中信支部幹事会 

日 時：2021年 7月 20日（火） 

場 所：松本市 

出席者：10名 

内 容：がんイベントについて、長野県臨床検査学会について、中信支部講習会について 

・第 4回中信支部幹事会 

日 時：2021年 8月 17日（火） 

場 所：web 

出席者：9名 

内 容：がんイベントについて、長野県臨床検査学会について、中信支部講習会について 

② 研修会等の開催 

・（予定）2021年度第 1回中信支部講習会（案） 

日 時：2021年 10月 23日（土）15：00～17：00 

場 所：web（Zoom） 

内 容：新型コロナ感染症について 

「COVID-19検査診断治療予防」 
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ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ラボソリューション事業部  江川孝則 

「SARS-CoV-2に関する最新情報および検査方法」 

アボットジャパン株式会社診断薬・機器事業部セールステクニカルソリューション部 

学術情報室マネージャー  村上 聡 

③ その他の会議・事業への出席 

・令和 3年度保健師専門研修会 【資料 2】 

日 時：2021年 6月 2日（水）15時 00分～16時 00分 

場 所：松本市合同庁舎 2F 健康教育室 

出席者：会員 1名 

内 容：「安全な鼻咽頭拭い液採取の手技の取得」 

・リレーフォーライフジャパン説明会（がんイベント） 

日 時：2021年 7月 15日（木）18時 30分～20時 00分 

場 所：松本市市民活動サポートセンター 

出席者：会員 1名 

内 容：リレーフォーライフジャパン内容説明 

・松本市三献運動推進協議会定期総会 

日 時：2021年 8月 3日（火） 

場 所：書面開催 

・リレーフォーライフジャパン打ち合わせ（がんイベント） 

日 時：2021年 8月 16日（月）17時 30分～19時 00分 

場 所：相澤病院 

出席者：会員 1名 

内 容：リレーフォーライフジャパン内容説明 

・中信支部だより発行：6月号 311号、7月号 312号、8月号 313号 

・その他 

 令和 3年度松本地区健康管理推進会議および健康を守る会 → 中止 

令和 3年度健康フェスティバル → 中止 

 がんイベント（リレーフォーライフジャパン内） 9月 4、5日開催予定 

ミニ講演会「がん医療の現状」、スライドショー「がんと検査」のWEB配信を予定 

④ メール審議 

 ・2021年 7月 27日（火） 

 「2021年度がんイベント開催について」：一部修正の上承認 

  

【南信支部】（西尾理事） 

〈諏訪〉 

① 研修会の開催 

・2021年度南信支部諏訪地区第 1回講習会 

日 時：2021年 7月 27日（火）18時 00分～19時 00分 

場 所：web（Zoom） 

参加者：会員 76名 非会員 2名 

内 容：SARS-CoV2抗体検査に関する最新情報 

〈飯田下伊那〉 

① 会議の開催 

・第 45回長野県臨床検査学会実行委員会 

日 時：2021年 8月 25日（水） 

場 所：飯田市 

出席者：8名 

内 容：開催形式について 
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第 45回長野県臨床検査学会進捗状況報告 

     ・現時点では、予定通りに現地開催として進める。 

・Web開催とする場合は、10月初旬をめどに決定する。 

・一般演題 45演題集まった。 

② その他の事業 

・介護施設における COVID-19簡易検査について 

日 時：2021年 8月 6日（金）13時 30分～14時 30分 

場 所：飯田保健所 

出席者：会員 4名 

内 容：検体採取から簡易検査方法について 

 

 

2 コロナ関連報告 

 【中信支部】 

・松本市 PCR検査センターにおける検体採取 

  松本市より 7月以降の PCR検査センター継続依頼を受け、5施設による協力体制を継続してい

る。（2022年 3月末まで） 

 【北信支部】 

  10月以降継続。今年度いっぱい協力要請あり。 

 【南信支部】 

  地域外来検査センターおよび行政検査件数について別紙報告あり。毎週金曜日の医師会会議は継 

続して参加。 

 【東信支部】 

  現状把握に努める。實原会長より技師が検体採取を行う場合は技師会へ要請書を出していただく

ようにと依頼あり。 

 

 

3 災害時の支部内情報収集方法について （日臨技長野県災害担当者含む）【資料 3】 

 宮原副会長より 8月豪雨において支部長への状況確認依頼と会員へ一斉メール送信によって被災状

況の把握を行ったが個人からの連絡はなかった旨の報告があった。支部内の被災状況および情報収

集方法について各支部から報告は以下のとおり。 

 【北信支部】 

  支部幹事が分担して電話連絡にて確認することとし、連絡網を作成中。 

 【北信支部】 

  以前から連絡網があり、支部長より支部幹事が在職する施設にはメーリングリストで連絡し、そ 

の他の施設には担当幹事から FAXすることになっている。今回は被災のあった場合の被災状況入 

力用URLの連絡として連絡したため、一部の幹事より「被災なし」の報告を受けたが被災状況の 

把握はしなかった。今後は連絡網を使用する際には被災状況の入力とともに支部長への報告を依 

頼する。 

 【南信支部】 

  今回、諏訪・上伊那・飯田下伊那各地区で支部理事にメールで確認した。  

また實原会長より、今年度の日臨技連絡責任者を宮原副会長へ依頼した旨の報告があった。 

 

 

4 審議事項 

(1) 各賞推薦者について（青木理事）【資料 1】 

① 厚生労働大臣賞 

2021年度は該当者なし。2022年度は村山範行氏を推薦候補とすることで承認された。 
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② 県知事表彰 

2022年度候補者として、櫻井博文氏、内田美寿子氏を推薦することで承認された。 

③ 長臨技学術業績者 

第 45回県学会にて表彰予定の上条途夢氏および青木由佳氏について、学会開催形式が web開催 

となった場合の対応について青木理事より提案があった。すでに会誌への論文掲載はされている。 

賞状・記念品は郵送とし、webの中でコメントをいただくことで承認された。 

④ 長臨技功労賞 

2022年度候補者として田中弘子氏、村山範行氏を推薦することで承認された。 

⑤ 長臨技永年職務精励賞 

対象者として 27名（資料 1参照）が挙げられ、意義なく承認された。 

⑥ 医療功労賞について 

今回初めて推薦依頼があった。会長より、執行理事会にて積極的な推薦の要望と、候補者として

山田美智治氏を提案させていただいたとの報告があった。青木理事に確認していただくことと

した。 

(2) 第 45回県学会来賓者について（青木理事） 

次の方々を来賓者とすることで承認された。 

・飯田保健所長  松岡裕之氏 

・長野県診療放射線技師会長  大塚 亨氏 

・長野県看護協会長  松本あつ子氏 

・飯田市長  佐藤 健氏 

・日臨技会長、参議院財政金融委員会筆頭理事、参議院議員  宮島喜文氏 

・飯田医師会長  原 政博氏 

(3) 会計関連（山本理事）【資料 4】 

① Web会議参加者への調査行動費支給について 

山本理事より調査行動費の支給について支給対象および条件について提案があり、下記内容で

承認された。 

・対象  委員会・支部・研究班などで行われる会議 

・条件  回数：集合形式で行っていた回数まで 

     議事録の承認は当該会の長とし、議事録作成者は承認者以外とする 

参加人数：委員の半数以上 

   検討課題として、調査行動費の支払方法が挙げられ、集合開催の場合は今まで通りの交通費とし 

て支給することで確認した。また web開催などで現金支払いができない場合についても議論さ 

れ、複数回会議が開催される会議等出席者についてはまとめて支払うこと、単回開催や支部を越 

えた開催の場合などは QUO カードなどの安価で負担のない方法を検討していただくこととした。 

② 長臨技HP「各種申請に関するもの」に掲載されている「事業収支予算書」「事業収支決算書」の

変更案について 

山本理事より予算書および決算書項目表記について一部変更の提案があり承認された。 

(4) 出前講座について（岩渕理事）【資料 5】 

① 出前講座の講師変更について 

岩渕理事より、講座番号No１「臨床検査データの読み方」講師として石嶺南生氏（信州大学医

学部附属病院 副臨床検査技師長）の推薦があり承認された。 

② 出前講座の長臨技HPの変更について 

下記内容について変更の報告があり承認された。 

・No.1 臨床検査データの読み方  講師変更 

・No.10 肺がん―検診と診断―  削除（前回承認済） 

・No.11 顕微鏡でがん細胞を見てみよう！-色～んな細胞、色～んな染色- 削除（前回承認済） 

(5) PayPayを利用した講師謝金、交通費、日当などの支払いについて（半田理事）【資料 6】 

半田理事より別添資料のとおり、PayPay利用方法および課題について提案があった。スマホを
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使用したサービス導入については検討する必要はあるが、今回の提案のように法人として日当

などの支払システムとして利用する場合には解決困難である課題が多く、今回の理事会承認を

もっての導入決定は難しい。研修会の参加費徴収方法も含め、今後も継続的に検討することで確

認した。 

(6) 令和 3年度全国「検査と健康展」について（竹内理事）【資料 7】 

竹内理事より、令和 3年度全国「検査と健康展」について、実施要領、事業実施計画書、事業収

支予算書、ポスターが提示された。實原会長より、後援に県・長野市医師会・県看護協会・長放

技など県団体の後援を得ていただき掲載することの要望があった。実施要領の一部修正の上承

認された。また、感染状況が好転しない場合は執行理事の指示を仰ぐこととした。 

 

 

5 その他 

(1) 公益目的支出計画について【資料 8】（宮原副会長） 

宮原副会長より、公益目的支出計画報告書および公益目的支出計画の変更認可について報告があっ

た。残金が多かったため変更申請を行い、許可された。公益目的支出計画は令和 11年 3月 31日ま

で延長されることとなったため、現事業現体制を継続する。岩渕理事に来年度以降の公益事業の順

番作成を依頼した、とのことであった。 

(2) タスクシフト・シェアに関する厚生労働大臣指定講習会について（宮原副会長） 

8月 29日に実施予定であったタスクシフト支部実務者講習会（群馬）が延期になった。会員の座学

講習会は開始しているので受講を呼び掛けてほしい。なお、県内開催の実技研修会については日臨

技の指示を確認しながら今後調整していく。 

(3) 臨地実習指導者講習会について（宮原副会長） 

臨地実習指導者講習会が 10月から開始され、長野県からは宮原副会長、丸山紘明技師（飯田市立病

院）が受講する予定だが、受講枠に空きがあるので 1 名追加選出の依頼があった。理事施設で参加

できる方がいたら宮原副会長まで連絡する。また、9月 26日には臨地実習をテーマに技師長ミーテ

ィング開催予定なので、理事は積極的に参加をお願いしたい。 

(4) その他 

・信大セミナー（9月 12日開催）にて長臨技の COVID-19への取り組みについて報告する。（實原 

会長） 

・県より「新型コロナ『デルタ株』と闘う県民共同宣言」の協力依頼があり。協力する。（實原会長） 

・東信支部「感染症イベント」について（中澤理事） 

  2021年 11月 13日（土）開催予定。後日詳細についてメール審議を行うことで確認した。 

 

 

次回の開催予定  

第 5回 2021年 12月 1日（水）15時 30分～   場所：長臨技事務所 

 


