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（公社）茨城県臨床検査技師会 

2020年度 6回 理事会 議事録 

 

日 時：2021年 2月 20日（土）10時 30分～12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、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：浦田輝夫 

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 5回議事録：承認された。 

  ３）議事録署名人 

     篠崎理事、武藤理事を指名し承認された。 

 

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 第 70回日本医学検査学会 inFUKUOKA→開催形式を現地開催から Web開催へ 

    ② 第 71回日本医学検査学会の開催および開催担当県 

       会期：2022年 5月 21日(土)～22日(日) 

       会場：ATCアジア太平洋トレードセンター、ハイアットリージェンシー大阪 

       担当：公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 

    ③ 日臨技 第 29 回首都圏支部・関甲信支部病理・細胞研修会開催案内周知不備 

      会員および賛助会員への周知→2月 9日付で発送済み 

      茨臨技会員に向けたフォロー研修実施、開催時期、開催形式、担当 

  （２）一都八県会長会議関連 

    ① 特記事項なし 

 

２）総務局報告 

（１）日臨技および関甲信支部関連 

① 令和 3 年度会費について（登録のお願い） 日臨技 （12/1） 
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→登録済 

② 富山県と静岡県の活動報告（検体採取研修会） 日臨技 （12/2） 

→理事メール展開済 

③ 長野県（検体採取）と大阪府（PCR 検査）の研修会報告 （12/7） 

→理事メール展開済 

④ 群馬県の活動報告（PCR 検査研修会） 日臨技 （12/7） 

→理事メール展開済 

⑤ 千葉県の活動報告（検体採取研修会） 日臨技 （12/14） 

→理事メール展開済 

⑥ 大阪府の活動報告（PCR 検査研修会） 日臨技 （12/16） 

→理事メール展開済 

⑦ 令和３年度都道府県技師会との関連事業について 日臨技 （12/21） 

→理事メール展開済 

⑧ 大分県の活動報告（PCR 検査研修会） 日臨技 （12/28） 

→理事メール展開済 

⑨ タスク・シフティング等医療勤務改環境改善推進事業の日臨技 HP の掲載に 

ついて  日臨技 （1/4） 

→メーリングリスト展開済 

⑩ 「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省

令の施行等について」（厚労省） 日臨技 （1/5） 

→メーリングリスト展開済 

⑪ 北海道の活動報告（検体採取研修会） 日臨技 （1/4） 

→理事メール展開済 

⑫ 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」（厚労省） 日臨技 （1/12） 

→メーリングリスト展開済 

⑬ 緊急事態宣言に伴う感染予防の徹底について 日臨技 （1/12） 

→メーリングリスト展開済 

⑭ 石川県の活動報告（検体採取研修会） 日臨技 （1/8） 

→理事メール展開済 

⑮ 鳥取県の活動報告（PCR 検査研修会） 日臨技 （1/18） 

→理事メール展開済 

⑯ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 3 版)及び抗体定性検査

の実施方法等について（厚労省） 日臨技 （1/25） 

→メーリングリスト展開済 

⑰ 第 70 回日本医学検査学会 一般演題座長推薦のお願い 日臨技 （1/28） 

→微生物：磯田 達也  （茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター） 

免疫血清：富樫 健太 （日立製作所ひたちなか総合病院） 
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遺伝子染色体：山崎 慎介 （筑波大学附属病院） 

 

（２）他団体関連 

① 「第 56 回小島三郎記念技術賞」「第 40 回福見秀雄賞」の推薦依頼   

（公益財団法人）黒住医学研究振興財団 （12/1） 

→該当者なし 

② 子宮頸がん検診受診啓発活動中止について 茨城県細胞検査士会 （12/7） 

→理事メール展開済 

③ 反社会的勢力排除に関する覚書 締結お願いの件について 

（株）LSI メディエンス （12/7） 

→締結済 

④ コンパニオン診断セミナー in IBARAKI 2021 への後援についてのご依頼 

中外製薬 （12/7） 

→茨城県臨床検査技師会の名称掲示を要求し承認 

⑤ 令和２年度県民健康づくり表彰式の開催中止のお知らせ 県保健福祉部 （12/10） 

⑥ 令和 2 年度救命講習会（1/27（水）予定）中止のお知らせ 県社会福祉協議会 （1/12） 

⑦ 新型コロナウイルス感染者の滞在について 県社会福祉協議会 （1/19） 

→理事メール展開済 

 

（３）総務局業務報告 

① パート給料支払い伺い 事務局 （12/3） 

11 月分、3 名分 合計 120,400 円 

② 物品購入伺い 事務局 （12/3） 

PPC 宛名用ラベル 2 冊分代 7,500 円 

→承認・購入済 

③ 物品購入伺い 事務局 （12/4） 

年賀はがき  276 枚×63 円＝17,388 円 

→承認・購入済 

④ 交通災害保険料支払い伺い 事務局 （12/4） 

12 月〜5 月末までの 6 か月分 590 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 （12/11） 

12 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 （12/11） 

11 月分  73,692 円 

→承認・支払い済 
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⑦ 監事報酬料（小薗井監事）支払い伺い 事務局 （12/25） 

監事報酬 89,790 円（消費税込み）、源泉所得税 10,210 円  合計 100,000 円 

→承認・支払い済 

⑧ 税理士顧問料（加藤税理士）支払い伺い 事務局 （12/28） 

33,000×3 か月  99,000 円（消費税込み）  

→承認・支払い済 

⑨ パート給料支払い伺い 事務局 （1/8） 

12 月分、3 名分 合計 133,000 円 

⑩ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 （1/13） 

1 月分 5,000 円 

→承認済・支払い済 

⑪ 物品購入支払い伺い 事務局 （1/20） 

消毒液と除菌シート 5,865 円 

→承認・支払い済 

⑫ 印刷代支払い伺い 事務局 （1/26） 

茨臨技会報 No82 40,040 円、定款・諸規定集 66,000 円 

→承認・支払い済 

 

（４）総務局・三役間等確認事項 

① 新事務員について 

佐藤 利恵 氏 →3 役承認報告済、理事会承認が必要 

＊議案審議事項とする 

② 定款・諸規定集の発行について 

100 部納品配布済（理事、監事、顧問、分野長、部門長、事務局及び監査などの予備） 

③ 「子宮頸がんを予防する日」集中キャンペーン寄付のお願い 

日本臨床細胞学会細胞検査士会 

法人：NPO 法人子宮頸がんを考える市民の会 

運営活動費として目標 4.000,000 円 一口 30,000 円 

寄付の是非、どのような経由なのか   

 ＊議案審議事項とする 

 

④ 70 周年特別講演会について 

記念式典中止のお知らせ：郵送済 

特別講演会講師：松崎一葉先生（筑波大学医学医療系教授）承諾済 

賛助会員懇談会を実施し、懇談会後に講演会を行う 

講演の方法はどうするか？ ホテルでの講演をライブ配信？ 

技師長会議・施設連絡責任者会議は行うのか？ 
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⑤ タスクシフティングについて 【根本副会長】 

タスクシフティングに関しては後日に実施予定 

 

⑥ 「新型コロナウイルス拡散に対する認知症予防学会からの提言書」において、茨城

県臨床検査技師会の名称掲載と配布について【川﨑副会長】＊議案審議事項とする 

 

 

（５）公益法人関連 

特になし 

 

（６）その他 

① 「千鳥会」開催中止のお知らせ 茨城新聞社 （12/7） 

 

 ３）庶務部報告（資料 5-1  関谷理事） 

   ① 会員数   1309名 （2021年 1月 31日現在） 

    【内訳】  継続     1223名 

          新入会・転入   4名 

                    退会・転出    9 名 

           

     新・再入会者   4名（2020年 12月 1日から 2021年 1月 31日現在） 

  北東地区     0 名 

  南西地区     4 名 

＊議案審議事項とする 

 

 

４）会計部報告（資料 6-1  八杉理事） 

     茨臨技の預金通帳全てを回覧⇒全員閲覧 

   ①2020年度収支中間報告（2021年 1月 31日現在） 

          収入合計  11,481,176円  

     支出合計  5,803,479円 

     差引残高  5,677,697円  

   ②次年度予算について 

    2021年度予算は研修会減収、通信費倍以上を盛り込む 
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５）学術研究部報告（馬場理事、渡邊理事、村田理事） 

① 臨床検査フォーラムに関して 

2/17の ZOOMの案内メールで Bccではなく toで送信されてしまった 

2/18 根本副会長へ連絡 

対応→茨臨技、富士フィルム和光純薬よりメールにて謝罪対応 

開催運営マニュアルを強化する 

②  研修会に関して 

今年度の開催はなし、次年度は web研修会での開催を予定、来月の学術部会議にて報告予

定、学術部予算残金は書類を先に提出し残金を事務局に振り込む 

③ 精度管理に関して 

登録衛生検査所の資料の upが完了した 

資料刷り上がりが県に出す前に必ず確認すること 

精度管理報告の資料は 2/8に upが完了した。パワーポイントでの作成依頼中 

来年度の精度管理は例年通りの開催を目指し 3密を避けて実施する予定 

④ 臨床検査フォーラム 

本日 13：00開催、参加予定人数は一般：138名 会員：159名の予定 

30分前から ZOOMに入室可能、5分前から進行開始 

アンケートを QRコードにて実施する  

 

６) 渉外公益事業報告 

  色々模索中だが進展なし 

 ZOOMを使用する方法もあるが手間の問題、ヨガなどの健康支援なども考慮に入れる 

 

 ７) 各地区報告 

    特になし 

 

 ８) 各種委員会報告 

    特になし 

 

 ９）その他 

①今月の地震に関しては大きな被害はなし 

②一斉メールを日臨技のシステムを利用出来るか検討（Bcc も使用可能だが、10

件ずつしか送信できないなどの問題点あり） 

② 茨臨技電子決済導入に関して 

参加費などの支払いは、電子決済（paypay,LINEpayなど）を利用することに関

して常陽銀行と打ち合わせ予定（根本副会長対応） 
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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 0 名 

南西地区 4 名 

⇒入会 4 名が承認された  

② 新事務員採用について 

⇒承認された 

③ 「子宮頸がんを予防する日」集中キャンペーン寄付のお願い 

⇒寄付はなしで承認された 

④ 「新型コロナウイルス拡散に対する認知症予防学会からの提言書」において、茨城県臨

床検査技師会の名称掲載と配布について 

⇒承認された 

⑤ 令和 3年度の事業計画(案)、令和 3年度予算(案)について 

    ⇒承認された 

 

                            会長    池澤 剛 

                           議事録署名人 篠崎 一也 

武藤 圭一  

                            監事   小薗井 健 


