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（公社）茨城県臨床検査技師会 

2020年度 4回 理事会 議事録 

 

日 時：2020年 9月 27日（日）13時 15分～14時 15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、内藤 麻美、小薗井 健（監

事）、福嶋 陽子(監事) 

 

欠席者：柳田 篤 

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 3回議事録：承認された。 

  ３）議事録署名人 

     馬場理事、浦田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 

    ① 日臨技理事会報告：2020年 9月 4日(金)WEB(Zoom会議) 

     ・第 69回日本医学検査学会開催(9月 5、6日)；参加者：268名 

WEB学会は 10月 1日から 10月 31日まで(申込締切；9月 30日まで) 

登録してから 5日後から参加可能となる 

     ・臨地実習指導者講習会を計画中 

       JAMT教本シリーズ「臨地実習技術教本(仮称)」編集員会設置 

       講習会のベースとなる 

       この講習を未受講の施設では臨地実習を実施できない 

     ・関甲信支部長 神山氏(埼玉県)  首都圏支部長 中山氏(千葉県) 

     ・日臨技監事より 

       学術集会という技師会(職能団体)の活動の中で、 

会長とはいえ宮島さんの情勢報告とは政治的な事、考えるべき。 

とのご意見があった。 

    ② 第 70階日本医学検査学会 2021年 5月 15,16日(福岡県担当) 
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運用に関しては決まっていない   

    ③ 来年度の関甲信学会に関して 

       運用面などに関して web会議を予定している 

  （２）一都八県会長会議関連（7月 11日 17時から ZOOM会議） 

    ① 確認事項： 

各都県の活動状況報告、関甲信支部首都圏支部の統合（日臨技要望事項） 

    ② 議題： 

令和 3年度の日臨技関甲信支部首都圏支部医学検査学会の担当県について→茨城県 

令和 3年度以降の支部学会の担当県の確認→順次繰り下げ 

令和 2年度人材育成研修会について→長野県担当 

決算報告別紙にて 

一都八県会長会議メンバーとして会長副会長以外の日臨技理事は？→メンバーとする 

一都八県会長会議の議長・副議長の選出→互選にて 

議長：原田（東京）、副議長：池澤（茨城）、片川（神奈川） 

次回開催予定：10月 17日 ZOOM会議 

 

２）総務局報告 

（１）日臨技および関甲信支部関連 

① フェイスシールドの送付について  日臨技 （7/1） 

→コロナ対策用として 100枚納品済 

② 厚生労働省の Webサイト「医療のお仕事 Key-Net」のご案内 日臨技 （7/3） 

→メーリングリスト展開済 

③ 都道府県衛生主幹部局等との連携調査について(再確認の依頼) 日臨技 （7/13） 

→6月に回答済（進展なし） 

④ 第 69回日本医学検査学会一般演題発表形態登録のお願い 学会事務局 （7/21） 

→メーリングリスト展開済 

⑤ 令和 2年新入会員数ならびに事業実施状況調査について 日臨技 （7/27） 

→回答済（根本副会長対応済） 

⑥ 新型コロナウイルス感染症に係る検査の技術的事項に関する質疑応答集(Q&A)につ

いて 日臨技 （7/27） 

→メーリングリスト展開済 

⑦ 第 69回日本医学検査学会延期開催の HP用バナーリンクのお願い 日臨技 （7/28） 

→茨臨技 HP対応済 

⑧ 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講受付開始について 日臨技 

（7/29） 

→メーリングリスト展開済 

⑨ 新型コロナウイルス研修の神奈川県活動報告 日臨技 （8/1） 
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→理事メール展開済 

⑩ 令和 2年度事業における都道府県技師会へのご協力のお願い 日臨技 （8/3） 

→理事メール展開済 

⑪ PCR検査実技研修会の京都府活動報告 日臨技 （8/7） 

→理事メール展開済 

⑫ 地方自治体の衛生主幹部局における臨床検査技師の配置状況調査 日臨技 （8/7） 

→8月 13日、回答済 

     茨城県：保健福祉部疾病対策課に２名定数配置、COVID-19臨時配置無し 

水戸市：水戸市保健所保健衛生課 検査技師配置無し。市役所内にも無し 

      →8月 25日、追加の詳細調査依頼あり、衛生研究所永田氏に確認し、9月 18日返答 

⑬ 結核研究奨励賞候補者の推薦について 日臨技 （8/31） 

→推薦者なし 

⑭ PCR検査実技研修会の栃木県活動報告 日臨技 （9/3） 

→理事メール展開済 

⑮ PCR検査関連業務に対する特別勤務手当額について 日臨技 （9/4） 

→茨城県立中央病院に転送済（新発田理事に対応を依頼） 

 

（２）他団体関連 

① 令和２年度「いばらき教育の日・教育月間」に係る取組の推進等について 

茨城県医療人材課 （7/4） 

→３役展開済 

② 各種研修会のご案内 茨城県薬剤師協会 （7/6） 

→メーリングリスト展開済 

③ 防火管理業務の委任について 茨城県社会福祉協議会 （7/7） 

→記名、押印済 

④ 第 49回（令和 2年度）医療功労賞に係る候補者の推薦について 

県保健福祉部医療人材課 （7/13） 

→該当者なし 

⑤ 常磐大学高校社会人講話講師派遣のお願い 常磐大学高等学校 （7/21） 

→10月 7日（水）午後 石川副会長派遣 

⑥ 健康づくり推進事業功労者の推薦依頼 県保健福祉部医療人材課 （7/13） 

→五十嵐前理事、八杉理事、馬場理事の３名を推薦 

⑦ 政務調査会「保健福祉医療部会」県政要望懇談会の開催について 

8月 31日 ホテルレイクビュー水戸  茨城自民党 （7/30） 

→欠席 

⑧ 令和 2年度茨城県がん検診推進強化月間の後援について 県保健福祉部 （8/17） 

→後援承認 
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⑨ 令和 2年度健康づくりキャンペーンについて 県保健福祉部 （8/31） 

→理事メール展開済（開催中止） 

⑩ 検査部臨床検査技師長候補者の公募について 香川大学医学部附属病院 （8/31） 

→メーリングリスト展開済 

⑪ 茨城がんフォーラム 2020における演題募集について 県保健福祉部 （9/4） 

→メーリングリスト展開済 

⑫ 令和２年度茨城県緩和ケア研修会（10月～3月）について 県保健福祉部 （9/11） 

→メーリングリスト展開済 

 

（３）総務局業務報告 

① 印刷代支払い伺い 事務局 （7/2） 

役員就任挨拶状印刷代 14,850円、理事名刺印刷代 22,000円 合計 36,850円 

→承認・支払い済 

② レーザープリンタートナー代（2個）支払い伺い 事務局 （7/6） 

→14,432円、承認・支払い済 

③ 追加発注の記念品ボールペン（2本分）支払い伺い 事務局 （7/7） 

→3,520円、承認・支払い済 

④ パート給料支払い伺い 事務局 （7/8） 

6月分、2名分 121,940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 （7/10） 

7月分 5,000円 

→承認済・支払い済 

⑥ 会場使用料支払い伺い 事務局 （7/15） 

茨城県産業会館（7/11理事会開催） 26,966円（音響等諸費用含む） 

→承認済・支払い済 

⑦ 登記費用及び現在事項証明書代支払い伺い 事務局 （7/15） 

後藤司法書士事務所 29,976円 

→承認済・支払い済 

⑧ ゆうメール後納郵便料支払い伺い 事務局 （7/16） 

6月分  76,619円 

→承認・支払い済 

⑨ 印刷代（高野高速印刷）支払い伺い 事務局 （7/16） 

茨臨技会報 81号印刷代 92,400円 

→承認・支払い済 

⑩ パート給料支払い伺い 事務局 （8/6） 

7月分、2名分 118,640円 
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→承認・支払い済 

⑪ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （8/12） 

8月分 5,000円 

→承認済・支払い済 

⑫ 口座間の預金移動伺い 事務局 （8/12） 

常銀①口座より 30万円を、ゆうちょ口座（残高が 33,575円のため）へ移動 

→承認・移動済 

⑬ 香料・お供物代・送料等支払い伺い 事務局 （8/17） 

合計 21,963円  080626：高橋 真由美氏（鹿島病院）  

→承認・支払い済 

⑭ ゆうメール後納郵便料支払い伺い 事務局 （8/20） 

7月分  44,660円 

→承認・支払い済 

⑮ パート給料支払い伺い 事務局 （9/4） 

8月分、2名分 103,220円 

→承認・支払い済 

⑯ ゆうメール後納郵便料支払い伺い 事務局 （9/10） 

8月分  33,134円 

→承認・支払い済 

⑰ 物品購入伺い 事務局 （9/11） 

現金書留封筒 @21円×5枚＝105円 

→承認・購入済 

⑱ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （9/14） 

9月分 5,000円 

→承認済・支払い済 

⑲ 事務所の電話機（家庭用電話機）代支払い伺い 事務局 （9/14） 

→11,800円 承認・支払い済 

 

（４）総務局・三役間等確認事項 

① Zoom導入について【理事メール審議】 

Zoom Pro契約を行い各会議で利用。管理元は総務局と学術研究部とする。 

審議期間：2020 年 7月 29日～8月 5日 

→承認 

② 学術全分野に銀行口座の開設【理事メール審議】 

各口座の管理者は各分野長する。運用は常陽銀行間のみとする。 

審議期間：2020 年 7月 29日～8月 5日 

→承認 
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③ 事務所内電話機について 

2020 年 9 月 11 日をもってリース期間満了となる。電話機が 1 台しかない事業所で、

ビジネスホンや主装置を置く必要はないため、現在の電話機と主装置は撤去する。 

新たに家庭用電話機を購入してＦＡＸと連携する。 

      撤去費用見積もり 31,900円、電話機 11,800円→対応設置済 

④ 事務所内複合機（コピー機）について 

2021年 6月 10日をもって再リース期間満了となる。東芝と比べキャノンの方がリー

ス料金が安いため、キャノンに切り替える。（リース料金：11,200円×60回） 

2021年 3月に導入する予定。（見積もりは年度内有効を確認） 

⑤ 定款・諸規定集の印刷について 

現在の定款・諸規定の再確認を行い、年度内に印刷を行う。 

⑥ 組織運営細則の諸経費の見直し（案）について 【川﨑副会長】 

・活動時間が 4時間以内は 500円を一律 1000円に 

・宿泊費の上限を 12,000円にアップ 

・Web会議費の新設：500円 

⑦ 茨臨技の今年度の予定について（案） 

12月 12日（土） 第 5回三役会・理事会  

         中研を予約済であるが、Zoom会議に変更 

         大掃除と忘年会は、今年度は中止 

1月 23日（日） 次年度予算編成会議；技師会事務所 or Zoom会議 

2月 20日（土） 第 6回三役会・理事会、第 27回臨床検査フォーラム 

          中研修室を予約済であるが、状況次第で変更 

3月 13日（土） 学術部会議；中研を予約済・・・Zoom会議に変更？ 

4月  4日（日） 会計監査、第 1回三役会・理事会；中研修室 

5月 23日（日） 第 2回三役会・理事会、通常総会；大研修室 

7月  3日（土） 第 3回三役会・理事会、70周年記念式典；ホテルレイクビュー 

  

 

（５）公益法人関連 

 特になし 

 

（６）その他 

① コロナ手当に関して 

② PCR講習会に関して 
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３）庶務部報告（資料 5-1 関谷理事） 

① 会員数   1310名 （2020年 8月 31日現在） 

【内訳】   継続    1235名 

新入会・転入 11名 

退会・転出者 8名 

新入会・再入会者 

      北東地区 6名 

南西地区 5名 

 

② 会報に関して 

→11月発行予定 筑波大学 松崎先生へ依頼を考えていた Topicsは中止となった 

茨臨技 70年の歩み、微生物学分野の論文掲載予定。井出理事より今回の会報の 7 

0 年で貢献された技師の記事を掲載したいと提案があり、人選はどのようにする

かとの問いがあった。根本副会長より歴代の茨臨技会長はどうかと提案された。 

 

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 8月 31日現在） 

          収入合計  10,823,236円  

     支出合計  3,253,482円 

     差引残高  7,569,754円  

   ② 予算に対しての支出は 26.1％で学術部への支払いがなく維持費、管理費が主な支出

である。 

 

５）学術研究部報告（資料なし 馬場理事、浦田理事） 

   ① Zoomに関して 

    NEC ネッツ SI 株式会社と 1 年契約（365 日サポート体制、日本語説明書、法人カード

必要なし）10/1より 2ライセンスとなり理事会は大塚総務局長、学術部は馬場学術部

長での対応となる。 

③  口座開設に関して 

    常陽銀行から開設ができないとの対応があり、精度管理部門費に関しては、現金書留

で対応した。今後も現金書留で対応予定。 

④  精度管理に関して 

    入金 2/3の施設で確認ずみ、参加施設数は 54施設となる。 

 

６) 渉外公益事業報告 

   ① in Bodyの定期点検は来年度以降に延期 



8 

 

  ② 今後の活動は現在の状況を踏まえ白紙の状態。 

  ③ 茨城教育の日一斉キャンペーンに関して 

→7 月に登録ずみで返事待ちの状態。11 月にがん、ウィルスの啓蒙活動の一環として

水戸駅前 4でアルコール、ウェットティッシュの配布を予定している。 

 

 7) 各地区報告 

    特になし 

 

 8) 各種委員会報告 

    ①査読委員会 

     微生物分野の論文投稿が 3回目査読すみで採用の方向となった。 

     

  

 

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 6名 

南西地区 5名 

    ⇒入会 11名が承認された 

 

2）組織運営細則の諸経費の額について 

第 9条の諸経費 500 円→1000円へ 宿泊実費 10000円から 12000円へ 

追加事項として「活動が Webを利用した場合は通信費として 500円を支給する。」が追加さ

れた 

    ⇒承認された。 

 

 

 

    

 

                                  会長  池澤 剛 

                         議事録署名人  馬場 由美子 

                                  浦田 輝夫 

監事 小薗井 健 

 

 

 


