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（公社）茨城県臨床検査技師会 

2020年度 5回 理事会 議事録 

 

日 時：2020年 12月 12日（土）13時 15分～15時 00分 

場 所：Zoom web会議 

出席者：池澤 剛、根本 誠一、川﨑 智章、石川 真由美、大塚 光一、田中 剛志、八杉 晃則、 

岡野 直樹、新発田 雅晴、関谷 幸浩、井出 義子、馬場 由美子、浦田 輝夫、村田 佳彦、 

渡邉 真博、篠崎 一也、武藤 圭一、柳田 篤、海野 貴史、小薗井 健（監事）、福嶋 陽

子(監事) 

 

欠席者：内藤 麻美、小薗井 健（監事） 

書 記：新発田 雅晴 

１ 定款により理事会成立を宣した。 

２ 会長挨拶  

３ １）配布資料等の確認 

２）前回議事録確認 

     2020年度第 4回議事録：承認された。 

  ３）議事録署名人 

     村田理事、渡邉理事を指名し承認された。 

 

４ 経過報告 

１）日臨技および関甲信支部関連、一都八県会長会議関連 

（１）日臨技および関甲信支部関連：関甲信支部内連絡会議報告：11月 12日(木)Zoom会議 

    ①全国学会・支部学会 

     全国学会：2023年度日本医学検査学会は群馬県が立候補；G群メッセ 

     支部学会：2021年 10月 2・3日、つくば国際会議場；ハイブリッド形式にて開催予定 

    ②支部事業の企画運営 

     「支部研修会運営に関する留意事項」を遵守(学術研究部には通知済み) 

     病理・細胞部門研修会を WEB開催 1月 31日開催、2月 7日までオンデマンド配信 

     日臨技研修システムを利用するとのこと 

    ③日臨技事業について 

     諸経費活動費が 3,000円から 5,200円に変更となった。 

    ④その他 

     「臨床検査総合部門」人材育成研修会を担当する 

     群馬県臨床検査技師が 10月に大規模災害時における避難者の健康管理および新型 

     コロナ等の感染症検査などを盛り込んだ三者協定を群馬県、検査薬卸連合会との間 
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     で締結した 

  （２）一都八県会長会議関連 

    ①2020年度人材育成研修会（長野県担当）延期 

  （３）日臨技理事会報告  12月 5日(金)Zoom会議 

    ①支部研修 WEBシステムによる運用開始 

    ②臨地実習指導者講習会 

    ③タスクシフティング指定講習会(8項目) WEB+実技 700分 OVER 

    ④施設認証制度 

     日臨技精度保証施設認証制度→日臨技品質保証施設認証制度と変更 

 

２）総務局報告 

（１）日臨技および関甲信支部関連 

① 鹿児島県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （9/17） 

→理事メール展開済 

② 長崎県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （9/25） 

→理事メール展開済 

③ 福島県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （9/30） 

→理事メール展開済 

④ 「都道府県 臨床検査委技師配置詳細調査」「CR検査関連業務に対する特 

別勤務手当額」についてのアンケート集計結果の配信  日臨技 （9/30） 

→理事メール展開済 

⑤ 都道府県技師会オンライン研修会における生涯教育点数付与の確認の変更について 

日臨技 （10/1） 

→理事メール展開済 

⑥ 新型コロナウイルス関連の情報提供 日臨技 （10/5） 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針（第 1版）」及び 

鼻腔検体採取における留意点等について 

・COVID-19病原体検査の指針（第 1版） 

・新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 

→理事メール展開済 

⑦ 沖縄県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （10/8） 

→理事メール展開済 

⑧ 山口県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （10/8） 

→理事メール展開済 

⑨ 第 70回日本医学検査学会 広報ご協力のお願い  運営事務局 （10/13） 

→・学会チラシ：３２５部納品、１１月定期発送済 

・学会バナー：HP掲載済 
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⑩ 愛知県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （10/15） 

→理事メール展開済 

⑪ 新型コロナウイルス関連の情報提供 日臨技 （10/15） 

・新型コロナウイスル感染症を指定感染症として定める当の政令等の一部を改正 

する政令等について 

→理事メール展開済 

⑫ 「検体検査精度管理調査」のアンケート調査についてご協力のお願い  

日臨技 （10/15） 

→該当施設に展開済 

⑬ 徳島県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （10/22） 

→理事メール展開済 

⑭ 三重県及び山形県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （10/28） 

→理事メール展開済 

⑮ 静岡県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （11/4） 

→理事メール展開済 

⑯ 新型コロナウイルス関連の情報提供 日臨技 （11/4） 

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査指針 

→理事メール展開済 

⑰ 第 3回実技講習受講状況調査 日臨技 （11/9） 

→日臨技理事の根本副会長対応済（講習者リストのメールアドレスを利用）   

⑱ 栃木県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （11/16） 

→理事メール展開済 

⑲ 新型コロナウイルス関連の情報提供 日臨技 （11/16） 

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査指針(第 2版) 

→理事メール展開済 

⑳ 令和２年度精度保証施設認証申請について 日臨技 （11/19） 

→メーリングリスト展開済 

㉑  福島県、富山県、新潟県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （11/19） 

→理事メール展開済 

㉒  三重県、愛知県の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （11/25） 

→理事メール展開済 

㉓ 大阪府の新型コロナウイルス研修会報告 日臨技 （11/26） 

→理事メール展開済 

㉔ 新型コロナウイルス関連の情報提供 日臨技 （11/27） 

・新型コロナウイルス感染症患者の退院時の取り扱いについて(再送) 

・直近の感染状況等について 

→理事メール展開済 
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（２）他団体関連 

① 茨城県総合福祉会館総合消防訓練の実施及び防火管理連絡会の開催について 

茨城県社会福祉協議会 （9/14） 

総合消防訓練 令和 2年 10月 5日（月）9：30～ 

防火管理連絡会 令和 2年 9月 23日（水）午後 1時 30分～ 

→事務局対応済 

② 茨城県総合福祉会館新型コロナウイルス感染症予防対策の一部変更について 

茨城県社会福祉協議会 （9/14） 

→理事メール展開済 

③ 「第 14回茨城県央・県北感染症治療研究会」の共催依頼  

茨城県央・県北感染症治療研究会 （9/18） 

2020年 10月 9日（金）18時 50分～20時 30分  水戸プラザホテル 

→共催承認 

④ 障碍者用トイレの表示変更案について 社会福祉協議会 （9/29） 

→賛成にて回答済 

⑤ 令和２年度衛生検査所外部精度管理調査事業委託契約一部変更契約書 

県保健福祉部 （10/9） 

→押印済 

⑥ チーム医療推進協議会令和２年度研修会  チーム医療推進協議会 （10/12） 

→ＨＰ掲載済、メーリングリスト展開済 

⑦ 「ISO 15189 病理検査部門に関わる文書作成（SOP)Webinar」の共催依頼 

つくば臨床検査教育・研究センター （10/21） 

→共催承認 

⑧ 令和２年度救命講習会の実施について  茨城県社会福祉協議会 （11/2） 

令和３年１月２７日（水） 多目的ホール 

→事務局対応予定 

⑨ 県政要望事項に関する県対応状況の中間報告について いばらき自民党 （11/10） 

→理事メール展開済 資料 

⑩ 茨城県新型コロナウイルス感染症クラスター対策ネットワークについて 

⇒協力団体参画要請 茨城県疾病対策課 （11/26） 

→参画承認（池澤会長対応） 資料 

（３）総務局業務報告 

① 税理士顧問料支払い伺い 事務局 （9/29） 

33,000円×3か月 計 99,000円（内源泉所得税 3,063円×3か月 9,189円） 

→承認、支払い済 

② パート給料支払い伺い 事務局 （10/5） 

9月分、2名分 116,480円 



5 

 

→承認・支払い済 

③ 物品購入伺い 事務局 （10/5） 

セロハンテープ 10本   500円程 

→承認・購入済 

④ コピー使用料支払い伺い 事務局 （10/6） 

→8,327円、承認・支払い済 

⑤ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （10/12） 

10月分 5,000円 

→承認済・支払い済 

⑥ ゆうメール後納郵便料支払い伺い 事務局 （10/13） 

9月分  28,301円 

→承認・支払い済 

⑦ パート給料支払い伺い 事務局 （11/4） 

10月分、2名分 118,380円 

→承認・支払い済 

⑧ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （11/9） 

11月分 5,000円 

→承認済・支払い済 

⑨ 精度管理費の封筒代、送料支払い伺い 事務局 （11/18） 

浦田理事へ現金書留にて 281,400円を送金⇒封筒代、送料 1,146円 

→承認済・支払い済 

⑩ ゆうメール後納郵便料支払い伺い 事務局 （11/19） 

10月分 34,706 円 

→承認・支払い済 

⑪ 会誌印刷代支払い伺い 事務局 （11/24） 

茨臨技会誌 98号印刷代 484,880円  （振込料 220円） 

   →承認・支払い済 

⑫ Zoomライセンス料金支払い伺い 事務局 （11/25） 

ライセンスサービス 6ヶ月分 33,000円 

→承認・支払い済 

⑬ 物品購入伺い 事務局 （11/30） 

宛名用ラベルシート（20面 A型）  100シート入り 2冊 8,000円程度 

→承認、購入済 

（４）総務局・三役間等確認事項 

① 新事務員について 

11月 7日（土）採用面接実施（池澤会長、川﨑副会長対応） 

佐藤 利恵 47歳 水戸市千波町在住 
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→3役承認、12月 1日採用 

② 定款・諸規定集の発行について 

高野高速へ依頼済、3役にて校正中 

発行部数 100部（理事、監事、顧問、分野長、部門長、事務局、監査など予備） 

③ 70周年記念式典・祝賀会について 

賛助会員懇談会と記念講演のみ行う 

（５）公益法人関連 

（６）その他 

① 2020年度秋の叙勲受章者 

瑞宝双光章を受章（茨臨技からの推薦） 

相馬雅行氏（66歳）：元茨城県総合健診協会検査部長、元茨臨技副会長 

② 令和３年茨城県医師会新年賀詞交換会開催中止のお知らせ  茨城県医師会 （11/17） 

 

３）庶務部報告（資料 5-1 関谷理事、井出理事） 

① 会員数   1310名 （2020年 11月 30日現在） 

【内訳】   継続    1231名 

新入会・転入 9名 

退会・転出者 8名 

新入会・再入会者 

      北東地区 4名 

南西地区 5名 

② 会報に関して 

→11月会誌発行  

 

４）会計部報告（資料 6-1  八杉理事） 

   ① 2020年度収支中間報告（2020年 10月 31日現在） 

          収入合計  11,387,176円  

     支出合計   4,071,087円 

     差引残高   7,316,089円  

 

５）学術研究部報告（馬場理事、浦田理事、渡邉理事、村田理事） 

   ① 研修会講師が zoom配信環境のない状況に関して 

    →茨臨技事務局で配信可能か確認中 

   ② 1/30病理 web研修会に関して 

    →講師の都合により中止となるが、中外製薬のコンパニオン診断薬は開催する 

③ 各分野の予算に関して 

    →今年度はコロナ禍につき研修会の開催がなく予算は大幅に余る予定 
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     来年度は、web開催を基に最低 1回以上は開催するよう各分野へ要請する 

     予算に関しては、会計部と調整予定 

③ 第 26回臨床検査フォーラムに関して 

     →詳細は開催要領を参照(web 講演) zoom の環境に関しては、富士フィルム和光純薬

のビジネス契約の環境を依頼予定（300名まで視聴可能） 

④ 臨床検査フォーラム広告に関して 

→常陽リビング、読売タウンニュースで掲載予定（3 週間前に申し込み予定）    

学生向け案内はつくば国際大学（馬場理事担当）筑波大学（村田理事担当）高校生

（馬場理事が県へ方法を聞く予定）を予定している 

⑤ 精度管理事業 

→登録衛生検査所の報告確認作業中（血液、細胞、微生物、一般の 4分野） 

精度管理報告会に関しては、まとめて 2月中に web開催で行うよう調整中 

⑥ その他（池澤会長） 

→他県ではＰＣＲの実技講習を行っている、本県も体制を整え遺伝子・染色体検査

分野主体で実技研修会を開催する方向をとってほしいとの提案があった 

 

６) 渉外公益事業報告 

   ① 各機材の整備や収納状況を見直す 

  ② 事務所のスタジオ化（根本副会長） 

   →ビデオカメラ、グリーンスクリーン、ＯＢＳ（ソフト）で実用可能 

      根本副会長が自宅で試用する予定（20万円程度・・・会計部了承） 

 

 7) 各地区報告 

    特になし 

 

 8) 各種委員会報告 

    特になし  

5  議題および周知事項 

  1)新入会・再入会会員について（資料 5-1 関谷理事） 

    北東地区 4名 

南西地区 5名 

    ⇒入会 9名が承認された  

 

2）70周年記念式典・祝賀会について 

コロナ禍を鑑み、延期していた式典及び祝賀会の開催は中止し、賛助会員懇談

会と記念講演のみ行う⇒承認 
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                            会長    池澤 剛 

                       議事録署名人  村田 佳彦 

渡邉 真博  

                             監事   福嶋 陽子 

 


