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一般社団法人長野県臨床検査技師会 

2022年度第 2回理事会議事録 

 

日時：2022年 6月 5日（日）12時 00分～12時 55分 

場所：長臨技事務所 

 

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、西尾昌晃、赤羽貴行、井出 充、村山範行 

欠席者   中野 聡、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  

 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 第 1回理事会 

 日 時：2022年 4月 23日（土） 

 場 所：Web（Zoom） 

 出席者：宮原副会長 

・70周年式典会場見学 

日 時：2022月 4月 26日（火） 

場 所：軽井沢 

出席者：中山副会長、阿藤常務理事 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 臨地実習WG 

日 時：2022年 4月 26日（火） 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：宮原副会長 

・（一社）日本臨床衛生検査技師会 臨地実習指導者講習会 

日 時：2022年 5月 8日（日） 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：宮原副会長 

・長野県医学教育研修センター設立に関する面談 

 日 時：2022年 5月 17日（火） 

 場 所：飯田市 

出席者：實原会長 

・「信州の医療をみんなで支える会」発足式 

 日 時：2022年 5月 28日（土） 

 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 認定認知症領域検査技師資格更新WG 

日 時：2022年 5月 30日（月） 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：宮原副会長 
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(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 5月号No.287、6月号 No.288 

・長臨技会誌発行  2022 vol.11 No.2 

 

◇ 会計（山本理事）：なし 

 

◇ 広報・HP（中山副会長、楜澤理事） 

① 長臨技会誌 2022vol.11 No.2（通巻 42号）5月 18日発行（定時総会号） 

② HP掲載・修正依頼（2022年 4月 11日～2022年 5月 26日） 

・4月 21日「第 14回超音波に親しむ会」テキスト 追加 

・4月 21日「心臓リハビリテーションコメディカル講演会」テキスト 追加 

・4月 26日「COVID-19対応に関する アンケート集計結果」バナー 削除 

 

◇ 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）：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（萩原理事） 

① メール審議 

・2022年 5月 18日（水） 

「2022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 

 

◇ 学術（笠井理事）：なし  

 

◇ 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 2022年 3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 

             ：2022年 3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 

・「SICSS4半期報」 発行  ：1月-3月分のレポートを SICSS参加施設へ送付 

 

◇ 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：2022年 5月 24日（火） 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：13名 

内 容：2022年度精度管理実施内容・予定の確認、JAMTQC への移行について 

 

◇ 青年局（半田理事） 

① 会議の開催 

・第 1回青年局会議 

日 時：2022年 5月 13日（金） 
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場 所：Web（Zoom） 

出席者：15名 

内 容：今年度の活動について 

 

◇ 特別委員会（佐々木理事） 

① 研修会の開催 

・タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 

日 時： 2022年 5月 15日（日）10時 00分～17時 30分 

場 所：信州大学医学部保健学科 

参加者：会員 58名 

内 容：静脈路確保、造影剤注入、吸引痰、CGM、直腸機能検査、内視鏡生検介助等 

・（予定）タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 

日 時：長野 002 2022年 6月 26日（日） 

    長野 003 2022年 9月 11日（日） 

場 所：信州大学医学部保健学科 

  

◇ 支部報告 

【北信支部】（竹内理事）：なし 

 

【東信支部】（中澤理事）：なし 

 

【中信支部】（中野理事・岩渕理事） 

① 会議の開催 

 ・第 1回中信支部幹事会 

日 時：2022年 4月 19日（火） 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：8名 

内 容：長野県臨床検査学会について、第 1回中信支部講習会について 

・第 2回中信支部幹事会 

日 時：2022年 5月 17日（火） 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：10名 

内 容：長野県臨床検査学会について、第 1回中信支部講習会について 

・2022年度第 1回長野県臨床検査学会実行委員会 

日 時：2022年 5月 19日（木） 

場 所：Web（Zoom） 

出席者：22名 

内 容：第 46回長野県臨床検査学会について 

② その他 

・令和 4年度保健師専門研修会 

日 時：2022年 4月 28日（木）15時 00分～16時 00分 

場 所：松本合同庁舎 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」 信州大学医学部附属病院  堀内一樹 

・中信支部便り：5月号 No.320 

 

【南信支部】（西尾理事）： なし 
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(3) コロナウイルス関連報告 

【北信】（竹内理事） 

  北部 PCRセンター：7月の運用を中止、8月以降は検討。 

  南部 PCRセンター：7月の運用中止を検討中。 

 

【中信】（中野理事・岩渕理事） 

・松本市 PCR検査センター出向業務 

・9月末まで延長依頼あり。関連施設には調整済み。 

 

 

 2 審議事項 

(1) 講演会・定時総会日程について 

日 時：2022年 6月 5日（日） 

場 所：長臨技事務所、Web（Zoom） 

内 容：13時 00分～ 第 1回講演会 

          「2022年度診療報酬改定と臨床検査技師」 

H.U.フロンティア株式会社西日本企画提案推進課  高岡登志彦 

14時 00分～ 定時総会 

 

(2) 2022年度長野県精度管理調査の実施について 

藤原理事より 2022年度（第 37回）臨床検査精度管理調査の実施案と会計予算案が提出され

た。今年度からの大きな変更点として、参加申し込みおよび測定結果入力など全て JAMTQC

システムによる運用とすること（未登録施設はこれまでの運用にて実施）、参加費用は検査試料

ごとに料金を徴収することが報告された。實原会長より技師が常駐しない施設への周知につい

て質問があり、藤原理事より技師の有無を問わず未登録施設は 40施設程度あることから、こ

れらの施設および長臨技だよりが届かない施設については郵便対応すると回答があった。宮原

副会長より、今年度の変更点は大きく変更する内容であるため、ホームページ等でも周知する

ことを徹底するよう要望が出され、承認された。 

 

(3) 災害対応研修会について【資料 1】 

實原会長より災害対応研修会実施要領（案）が提出され、後日予算案を提出することで承認さ

れた。 

 

(4) 2022年度青年局日当直者研修会の開催について【資料 2-1～3】 

半田理事より青年局日当直者研修会開催について実施要領および会計予算案が提出され、異議

なく承認された。 

 

(5) 役員推薦委員選出について 

野上理事より 2022年度総会～2024年度総会任期の役員推薦委員候補者が提出され、異議なく

承認された。 

   委員長：飯山赤十字病院 松浦博之 

   委員：（北信）医療法人財団大西会千曲中央病院 根石政男 

 （東信）佐久市立国保浅間総合病院 関口憲一 

（中信）松本協立病院 山岸孝好 

（南信）上伊那生協病院 春日広美 

 

(6) Zoom予約運用と長臨技 Googleカレンダー権限について【資料 3】 



5 

 

笠井理事より Zoom予約運用にと Googleカレンダー権限の変更点について下記のとおり提出

され、異議なく承認された。 

・Zoom予約の際の長臨技 Googleカレンダーへの反映は不要 

・マニュアルの変更 

 ・長臨技 Googleカレンダー権限を執行理事・庶務理事・学術理事・事務所に付与 

 

(7) 信州大学大学院 大学院生のアンケート調査への協力依頼について【資料 4-1～3】 

堀内理事より、信州大学大学院生のアンケート調査への協力依頼について、別紙資料をもとに説 

明があった。技師会としてアンケート調査に協力すること自体に問題はないが、会員等に周知す

ることを考慮した場合、本研究内容では協力する理由として不十分ではないかと複数の出席者

から意見が挙がった。研究の詳細について確認していただき、それらの対応内容について後日メ

ールにて報告していただくことを条件に承認された。 

 

(8) ピンバッジについて（西尾理事）【資料 5-1～2】 

西尾理事より技師会ピンバッジ案が提出され、異議なく承認された。 

 

 

3 その他 

(1) 会計処理について（山本理事） 

① 活動費からの支出、また収入があればその都度、出納帳への記録をお願いしたい。 

② 講師料など、口座振り込みによる支払いは会計理事事項につき連絡をいただきたい。その分の

支出額+振込手数料は、活動費返金時に別途返金して頂く。 

③ 講師料、調査行動費等の領収書は、電子印 可・ATM振込明細 代用可とする。留意点等追加

する場合は都度通知する。 

④ 会計担当の方へ：一事業が終了後は決算書ファイルを支部長・研究班長に送信し、決算書原本・

領収書・レシート等は会計理事に送付すること。 

⑤ 年度末の活動費返金予定日 2023年 3月 3日（金） 

事業や会議は、2023年 2月中に会計処理が終わるよう計画的な開催をお願いしたい。 

 

(2) 技師会印鑑保有状況の調査について（野上理事） 

技師会事業に使用している印鑑の保有状況について後日調査する。 

 

 

 

 

 

次回の開催予定  

第 3回 2022年 9月 2日（金）15時 30分～  場所：長臨技事務所 


