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一般社団法人長野県臨床検査技師会 

2021年度第 6回理事会議事録 

 

日時：2022年 3月 4日（金）15時 30分～17時 40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、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 

欠席者   上原昭浩、村山範行 

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 

・叙勲推薦対応：實原会長 

・令和 4年度がん医療提供体制人材育成事業（乳腺エコー）対応：實原会長 

・日臨技認定救急検査技師制度審議会・試験WG合同会議 

 日 時：2021年 12月 12日（日） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 

・令和 4・5年度日臨技会長選立ち合い 

 日 時：2021年 12月 25日（土） 

 場 所：日臨技会館 

出席者：實原会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 6回理事会 

日 時：2022年 1月 22日（土） 

場 所：web 

出席者：宮原副会長 

・日臨技認定認知症領域検査技師制度 試験WG（第 4回） 

 日 時：2022年 1月 25日（火） 

 場 所：web 

出席者：宮原副会長 

  ・日臨技第 4回臨地実習指導者講習会事前打ち合わせ 

   日 時：2022年 1月 31日（日） 

   場 所：web 

出席者：宮原副会長 

  ・日臨技臨地実習指導者講習会WG（第 8回） 

   日 時：2022年 2月 1日（火） 

   場 所：web 

出席者：宮原副会長 

・日臨技第 4回臨地実習指導者講習会 

 日 時：2022年 2月 13日（日） 

 場 所：web 

 出席者：宮原副会長 
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・日臨技認定センター令和 3年度認定制度協議会 

 日 時：2022年 2月 15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 1月号No.283、2月号 No.284、3月号No.285 

・長臨技会誌発行 2022 vol.11 No.1（通巻 41号） 

② 会議の開催 

・第 4回執行理事会 

 日 時：2022年 3月 4日（金）14時 30分～15時 30分 

 場 所：松本市 

 出席者：6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 2022 vol.11 No.2（通巻 42号）5月中旬発行予定（定時総会号） 

・原稿締め切り（議案書関連除く）4月 10日（日）予定 

② HP掲載・修正依頼（2021年 11月 23日～2022年 2月 25日） 

・12月 1日「令和 3年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会」スライダー・バナー削除 

・1月 7日「第 64回 病理組織研修会」掲載 

・1月 11日「2021年度 血液研究班研修会」掲載 

・2月 25日「第 45回 長野県臨床検査技師会」スライダー・バナー 削除 

・2月 25日「長臨技技師長WEBミーティング（チャットワーク）参加募集」 差し替え 

     および「申込書」 再リンク 

③ 理事メール送受信不具合の調査依頼（発生日時：2021年 12月 22日 10：57～12：52） 

・メールサーバの容量確認：2.90GB / 10.0GB（空き容量：7.10GB） 

・さくらインターネットからの回答：2021年 12月 22日 10：20～12：31 レンタルサーバーの

システム障害が発生、その後復旧を確認済み 

④ その他 

・阿藤常務より、HPに掲載されている求人情報について整理した。今後使用する求人情報掲載申

込書は「掲載期間」事項を追加したものを利用していただくこととする。 

   

◇ 表彰選考委員会（青木理事）：なし 

 

◇ 生涯教育企画調整委員会（野上理事） 

① 会議の開催 

・生涯教育企画調整委員会 

 日 時：2022年 1月 29日（土） 

 場 所：web 

 出席者：9名 

 内 容：2022年度事業計画（案）について 

 

◇ 賀詞交歓会（藤森理事）：なし 
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◇ 社会福祉部（岩渕理事） 

① 会議の開催 

・（予定）第 2回長放技・長臨技合同会議 

 日 時：2022年 3月 

 場 所：webまたは事務所 

 出席者：7名 

 内 容：2021年度活動報告、タスクシフト・シェアについて、共同事務所の運営について 他 

② その他 

・3月 22日に事務所のWi-Fiが変更する。回線使用料が数百円上がる。 

 

◇ 職能教育部（萩原理事）：なし 

 

◇ 学術（笠井理事） 

① 学術申請状況（12～2月） 

・第 64回病理組織研修会（2022.1.17-2.14） 

・2021年度血液検査研究班研修会（2022.2.27） 

・2021年度第 1回東信支部研修会（2022.1.22） 

・2021年度遺伝子検査研究班研修会（2022.1.23） 

・令和 3年度第 1回生理検査研究班研修会（2022.3.5-3.13） 

・2021年度南信支部諏訪地区第 3回講習会（2022.2.16） 

・令和 3年度北信支部総会兼第 1回支部学習会（2022.2.26） 

・2021年度第 2回輸血検査オンデマンド研修会（2022.2.11-2.28） 

・2021年度南信支部上伊那地区 第 2回勉強会（2022.3.1-3.20） 

② 研究班事業 

・2021年度第 5回微生物検査研修会 

 日 時：2021年 12月 14日（水）18時 00分～19時 00分 

 場 所：web 

 参加者：会員 51名、非会員 1名 

 内 容：血液培養を知ろう 臨床に活かせる報告を目指して～抗菌薬と AST～ 

「当院での AST活動への専従検査技師の取り組み」   伊那中央病院 征矢佳輔 

「臨床検査技師と薬剤師の連携による ASの実践～適切な抗菌薬選択のために～」 

JA長野厚生連北信総合病院 薬剤部 久保田健 

・2021年度遺伝子検査研究班研究会（新型コロナウイルス遺伝子精度管理に関する検討会） 

 日 時：2022年 1月 23日（日）10時 00分～12時 00分 

 場 所：web 

 参加者：会員 37名 

 内 容：新型コロナウイルス遺伝子精度管理に関する検討会 

「新型コロナウイルス遺伝子検査に対する精度管理 集計報告」 

信州大学医学部保健学科 松田和之 

「精度管理試料を用いた検証（LAMP法での知見）」 

信州大学医学部附属病院 宮﨑あかり 

「新型コロナウイルス遺伝子検査 Q&A」 

信州大学医学部附属病院 重藤翔平 

③ 第 71回日本医学検査学会座長選出 

・「免疫血清：半田憲誉氏（JA長野厚生連佐久総合病院） 

・血液：仲條夏海氏（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院） 

・遺伝子：宮﨑あかり氏（信州大学医学部附属病院） 

・管理：中山朋秋氏（JA長野厚生連佐久医療センター） 
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◇ 感染対策委員会（堀内理事） 

① 各種事業 

・長野県耐性菌検出情報更新：長臨技ホームページに 2021年 10月～12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 10月～12月分のレポートを SICSS参加施設へ送付 

・「SICSS4半期報」発行：2021年 10月～12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 各種事業 

・第 36回精度管理調査の状況 

 総合報告書（各施設ごとの結果）と精度管理調査報告書（冊子）の郵送完了（2/18） 

② その他 

・JAMTQCによる運用構築を行う予定だったが不備により試験運用に至らなかった。来年度に試

験運用が実施できるよう進めている。理事施設には協力をお願いしたい。 

・遺伝子検査の精度管理については来年度も実施を希望しているが費用面での課題があり、不活

化ウイルスを用いるなどの検討を行っている。会長より、昨年度は他団体で実施されていなかっ

たため当会で実施することとしたが、今年度他団体で実施されればそちらで対応することも考

えたいとのことであった。 

 

◇ 青年局（半田理事）：なし 

① 会議の開催 

・第 2回青年局会議 

日 時：2022年 2月 16日（水） 

場 所：web 

出席者：13名 

内 容：今年度の活動の反省会、来年度の活動計画について、後任の選出について 

 

◇ 特別委員会（佐々木理事） 

① 会議の開催 

・タスク・シフト/シェア打ち合わせ【資料 1】 

日 時：2022年 1月 29日（土） 

場 所：web 

出席者：11名 

内 容：タスク・シフト/シェア講習会について 

2022年 2月 20日（日）予定のタスク・シフト/シェア講習会はコロナウイルス感染症の影響

で延期となった。参加を予定していた会員は振替開催日が決定次第、参加予定として自動的

に登録される。都合により参加できない場合は個人で変更していただく。 

② その他 

・2022年度タスク・シフト/シェア講習会 

5月 15日（日）、6月 26日（日）、7月 3日（日）で調整中。 

 

◇ 支部報告 

【北信支部】（竹内理事） 

① 研修会の開催 

・2021年度北信支部総会兼第１回北信支部学習会 

日 時：2022年 2月 26日（土）13時 00分～14時 45分 

場 所：web 



5 

 

出席者：会員 30名 

内 容：総会 2021年度支部事業報告 決算報告 

学習会 「ISO15189の基礎と取得に向けての流れ」 

シスメックス株式会社 北関東支店学術サポート課 中島正雄 

「ISO15189取得へのチャレンジから現在まで」 

JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 阿藤由理 

「タスク・シフト/シェア指定講習会における長臨技の取り組み」 

（一社）長野県臨床検査技師会 副会長 宮原祥子 

 

【東信支部】（中澤理事） 

① 会議の開催 

・第 5回東信支部幹事会 

日 時：2022年 2月 17日（木） 

場 所：web 

出席者：10名 

内 容：第 1回研修会の反省、来年度の活動について 

② 研修会の開催 

・2021年度第 1回東信支部Web研修会 

日 時：2022年 1月 22日（土）15時 00分～16時 45分 

場 所：web 

参加者：会員 21名 

内 容：「丸子中央病院における ICTの取り組みについて」 

丸子中央病院 感染管理認定看護師 今西 亮 

「臨床検査室の品質保証」 

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 清 康一 

 

【中信支部】（中野理事） 

① 会議の開催 

・第 7回中信支部幹事会 

日 時：2021年 12月 14日（火） 

場 所：web 

出席者：9名 

内 容：第 45回長野県臨床検査学会報告、第 46回長野県臨床検査学会準備委員会進捗報告 

・第 2回長野県臨床検査学会準備委員会 

日 時：2021年 12月 7日（火） 

場 所：web 

出席者：10名 

内 容：第 46回長野県臨床検査学会準備委員会検討 

・第 3回長野県臨床検査学会準備委員会 

日 時：2022年 2月 9日（水） 

場 所：web 

出席者：10名 

内 容：第 46回長野県臨床検査学会準備委員会検討 

② その他の事業 

・中信支部便り発行 

12月号 317号、2月号 318号 

・第 46回長野県臨床検査学会進捗状況報告【資料 2-1,2】 
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【南信支部】（西尾理事） 

〈諏訪〉 

① 会議の開催 

・第 2回諏訪地区幹事会 

日 時：2021年 11月 17日（水） 

場 所：web 

出席者：7名 

内 容：第 3回南信支部諏訪地区講習会について 

② 研修会の開催 

・2021年度南信支部諏訪地区第 3回講習会 

日 時：2022年 2月 16日(水) 18時 00分～19時 00分 

場 所：web 

参加者：会員 57名、非会員 1名 

内 容：臨床検査技師のタスク・シフト 

〈上伊那〉 

① 研修会の開催 

・2021年度南信支部上伊那地区 第 2回勉強会 

日 時：2022年 3月 1日（火）～3月 20日（日） 

場 所：web（YouTube） 

〈飯田下伊那〉 

・第 45回長野県臨床検査学会 決算報告【資料 3】 

 

 

2 コロナ関連報告 

 【北信支部】（竹内理事） 

① 現況報告【資料 4】 

 ・長野市医師会 PCRセンター 週 3回稼働（月・水・金） 

 ・千曲・更科医師会 PCR センター 週 3回稼働（火・木・金） 

 ・中高医師会 PCRセンター 週 4回稼働（月・火・水・金） 

② その他 

・4月から長野県の臨時職員として中高医師会 PCR センターを担当される会員に対し、長野県北信 

保健福祉事務所宛てに長野県臨床検査技師会長名で「推薦状」を発行する。 

【中信支部】（中野理事） 

・松本市 PCR検査センターにおける検体採取 

12月：PCR検査センター出向 週 3回の協力 

  1～2月：PCR検査センター出向 

12月まではコロナ感染が落ち着いており週 3回に縮小されていたが、1月の感染急拡大により 1月

11日より週 5回に変更された。1月の感染拡大を予想し、事前に協力施設に出向調整を依頼してい

たため、支障なく協力できている。上限 45 名としているが、連日上限に近い患者の検体採取を実

施している。4月～6月末まで延長の依頼があり対応する。 

 

  

3 審議事項 

(1) 2022 年度基本方針・事業計画・事業予定（案）について（實原会長・阿藤理事）【資料 5-1,2,3】 

實原会長より 2022年度基本方針・事業予定が、阿藤理事より事業計画案が提示され、一部修正の

上承認された。 

(2) web会議調査行動費、2022年度予算案について（山本理事）【資料 6-1,2,予算案】 

山本理事より 2021年度 web会議調査行動費、2022年度 web会議開催計画、および 2022年度予
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算案が提示され詳細について説明があり、異議なく承認された。 

(3) 都道府県災害マニュアル作成手順について（宮原副会長）【資料 7-1,2】 

宮原副会長より都道府県災害マニュアル作成の手順について説明があり、定型文に従って作成す

ることで承認された。分担等については適宜協議することとする。宮原副会長より DVTマニュア

ル長野県版についてホームページで閲覧可能にしてはどうかとの提案があったが、實原会長より

作成者の意向を確認し災害対応研修会以降に掲載できるよう検討するとの回答であった。 

(4) 70周年事業について（實原会長） 

實原会長より、70周年記念式典について、2022年 11月 12日～13日、軽井沢プリンスホテルを

会場とし、また、2020年度より延期されていた 1都 8県人材育成研修会を同日開催したいとの意

向が示され、異議なく承認された。式典・記念誌の主な担当者は次の通り。 

・式典    責任者：宮原副会長、リーダー：阿藤理事・藤森理事 

・記念式典  責任者：中山副会長、リーダー：野上理事 

今後実行委員会を開催し式典、記念誌作成を進める。 

 

 

4 その他 

(1) 次期日臨技役員の選出について 

實原会長より次期日臨技役員として宮原副会長に継続していただくとの報告があった。 

(2) 遺伝子検査外部精度管理プレスリリースについて 

實原会長より遺伝子検査の外部精度管理事業について情報誌（メディカルテストジャーナル）へ

掲載予定との報告があった。 

(3) 日臨技学術システムについて 

宮原副会長より日臨技学術システムを生涯教育の点数申請においてのみ使用しているが、今後本

システムを利用した研修会事前申し込みを使用することも検討してはどうかと提案あり。ただし

運用を間違えると大きな問題が起きる可能性があるため慎重に進める必要があるため、今後の運

用方法について、希望も含め各研究班への調査依頼があった。笠井理事中心に対応する。 

(4) ホームページの活用について 

阿藤理事より研究班のHPの活用について調査の依頼があった。笠井理事中心に調査を進める。 

(5) 会計について 

山本理事より2021年度什器備品の調査のお知らせ、理事の未払いの調査行動費の対応について報

告があった。また、研究班等から領収書の提出はPDFでもよいかとの問い合わせがあったが、公

益目的変更申請による事業継続中であり、それによる監査が行われる可能性もあることから、現

状どおり領収書は原本を提出していただくことでお願いしたいとのことであった。 

 

次回開催予定  

第 1回 2022年 4月 18日（月）15時 00分～   場所：長臨技事務所 

 


