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議事概要記録 

開催日時 令和 3年 1月 30日（土）15：00～17：00 開催場所 
Web会議（労災病院会議

室） 

会議種別 令和 2年度 第 6回理事会 
議長 久保 光史 

書記 久保 光史 

出 席 者 

<敬称略> 

会場参加：田中 規仁、神藤 洋次、田原 靖子、栗林 伴有、丸澤 佳子、久保 光史、 

山本 須美子、中尾 光孝、谷本 智、薗田 豊、葛原 和紀、秋田 豊和、 

森下 陽子、大前 嘉良、森井 眞治、大石 博晃、竹中 正人 

計 17名 

欠 席 者 

<敬称略> 
脇村 小津江 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  

次 第  

議事概要 

報告事項 

① 会長報告 

② 第 6回常務理事会報告 

③ 事務局報告 

④ 学術部報告 

⑤ 経理部報告 

⑥ 各種委員会報告 

⑦ 公益事業活動 

⑧ 定款・渉外 

⑨ 災害対策委員会 

⑩ 精度管理 

⑪ 会誌編集 

⑫ ホームページ 

⑬ 会報 

⑭ 月例行事予定表 

⑮ Web研修準備委員会 

⑯ 連盟 

⑰ 第 41回和歌山県医学検査学会 

⑱ その他 

審議事項 

・災害対策委員会 

・精度管理員会 

・研修会、会議等のWeb開催について 

・その他 
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決議事項 

及び 

継続事項 

開催にあたり田中会長より挨拶。 

 

報告事項 

1. 会長報告 

日臨技・近畿支部・和臨技関連について以下のとおり報告あり。 

日臨技・近畿支部関連 

1 月15 日 令和2 令和3 年度日臨技認定制度協議会 Web 会議 

1 月22 日 近畿支部日臨技理事会 Web 会議 

1 月23 日 日臨技理事会 Web 会議 

 

和臨技 特記事項なし 

 

他団体・渉外 

2 月8 日 令和2 年度医療従事功労者賞表彰式 県庁正庁（予定） 

 

〇日臨技報告詳細 

・臨床検査技師のタスクシフティング/シェアに関する厚生労働省指定講習会につ

いて 

・令和3年度日臨技認定センター 

講習会・研修会の開催形態は日臨技Web研修システムを用いたWeb研修（オンデマ

ンド） 

令和3年度各認定試験は同一日同一会場で開催 

令和3年12月5日（日）幕張メッセ国際会議場（全館貸切） 

 

・日本医学検査学会の開催について 

第70回日本医学検査学会の開催形式→現地開催からWeb開催へ変更 

第71回日本医学検査学会の開催 

会期:令和4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 

 

・JAMT技術教本シリーズ著者 

『品質保証・精度管理教本』久保事務局長 

『超音波200症例～US画像と採血データから読み解く～』竹中監事 

 

・令和3年度各都道府県主催精度管理調査事業 

→和歌山県のJAMTQCシステム使用申請 

 

・令和2年度初級・職能開発講習会 → 福井県1月31日Web研修 

・厚生労働省指定講習会 → 和歌山県担当6月5日（土）6日（日） 
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・厚生労働省通知 

「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について

（通知）」を受理 

 

「臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目

案に関する御意見の募集について」を受理 

 

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会報告

書」を」受理し、ホームページへ掲載 

 

 

〇近畿支部詳細 

・近畿支部学会 令和3年11月27日（土）・28日（日） 

アオッサ・パピリン→ 現地開催を断念Web開催 

→ シンポ等一部特別企画はオンライン 

・第10回病理技術向上講座 

令和3年3月13日(土)～3月21日(日) 

→ Web開催 

→ 主催：滋賀県 

 

2. 第 6回常務理事会報告 

●タスクシフティングに係る講習会について 

タスクシフティング等医療勤務環境改善推進事業の間接補助事業計画 

Webを用いた講習会視聴後、都道府県研修会として開催する 

→2月中の開催を目指す。土日開催だと調整が難しいので平日の夕方 18時なども視

野に入れて日程調整を行う 

→第 1～4講は eラーニング。 

第 5講は都道府県グループワーク（現状は Zoomでの Web会議） 

→第 5講について宮島会長も日程が合えばグループワークに参加の予定 

 和臨技内での日程調整の上、候補日を複数設定。その上で宮島会長の参加調整を

日臨技にお願いする。 

 

●次年度予算審議 

・前回の理事会で修正した予算内容で特に問題なし 

 

●令和 3年度総会 

本年度の総会の開催について審議の結果、昨年度のアバロームでの少人数開催で準

備を進めることで一致。開催日は 2021年 6月 12日（土） 

予備日：2021年 6月 5日（土） 
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●検体採取講習会 

会長より開催に和歌山県担当での大阪開催について報告 

日時：2021年 6月 5日（土）6日（日） 

会場：御堂筋ホール（500人会場に 300人募集） 

受付：8:30～9:00 

担当理事については前回までの経験者にて対応頂く予定 

担当理事案：丸澤経理部長、山本理事、久保事務局長 

 

●その他 

・新人オリエンテーション、施設責任者連絡会議の開催について 

新規会員への技師会の説明が必要。昨年度加入者の方々も含めた開催を目指す。 

施設責任者連絡会議についてもタスクシフティング、新施設認証制度や今後の和臨

技事業運営についても伝達が必要と考え開催を目指す。 

開催方法は Zoom 

候補日は 2021年 5月 1日（土）もしくは 5月 8日（土） 

 

3. 事務局報告 

12月14日 日本医療マネジメント学会第16回和歌山支部学術集会開催延期について 

第16回和歌山支部 

12月18日 令和2年度医療従事者功労者賞候補者決定通知               和歌山県 

12月22日 令和3年度都道府県技師会との関連事業（予定）について（案） 日臨技 

12月24日 令和3年知事表彰候補者推薦の辞退について             和歌山県 

1月5日  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について           日臨技

1月8日  第70回日本医学検査学会座長推薦依頼            日臨技 

1月12日  社会保障にかかる資格におけるマイナンバー制度活用に関する検討会 

報告書                         日臨技 

1月23日  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針改訂について 

日臨技 

以上について報告。 

 

4. 学術部報告 

●予算について 

・令和 3年度予算申請について報告 

令和 3年度は勉強会を参加費無料で事業展開 

参加費の負担部分を含んだ予算案として各班 15万円の活動費申請 

その他、学術活動について・年間行事について・勉強会について班長会議資料を基に

報告を頂く。 
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●会長賞の選考について 

選考の結果、紀南病院 小山 明日美技師 の以下論文に決定。 

『重症熱性血小板減少症候群の臨床症状と検査所見の検討 

―成人 EBウイルス関連血球貪食症候群との比較―』 

5. 経理部報告 

特記事項なし 

6. 各種委員会報告 

① 公益事業活動 

特記事項なし 

 

② 災害対策委員会（資料参照） 

大前理事より 1/18（月）本年度災害訓練の日程及び内容についてメール会議開催の

報告と審議事項への提案あり。 

審議事項 

I. 訓練において災害対策委員の担当地区と担当地区理事の決定 

II. 日程は 2021年 2月 17日（水曜日）実施 

III. 訓練内容連絡網の訓練と災害時被災状況連絡シートの FAX送受信の訓練 

 

以下審議事項にて検討 

 

③ 精度管理委員会（資料参照） 

中尾理事より、本年度事業として令和 2年精度管理報告書作成完了の報告ならびに

HPへのアップロード、参加証明書郵送準備について報告あり。 

 

次年度事業について、日臨技より JAMTQCシステム利用申請が受理され、システム構

築を開始した旨ならびに手引書作成とコース設定を検討中との報告あり。 

今後、参加施設に向けての JAMTQCシステムの利用方法の手引き、広報資料を準備し

ていく予定。広報については現在和臨技 web研修準備委員会で検討している webセ

ミナー形式にて実施を検討中。また、手引きについては和臨技 HPへのアップロード

を検討中。 

以上について報告あり。 

 

審議事項へ以下の内容について提案あり 

本年度の精度管理報告書の閲覧についてフリーアクセスにするか、パスワード設定

を行い参加施設の限定閲覧にするか審議頂きたい。 

 

以下審議事項にて検討 
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④ 会誌編集 

森井理事より、入稿後順調に準備が進んでいる旨報告あり。 

⑤ ホームページ 

特記事項なし 

⑥ 会報 

現在、本年度新採用者に関して執筆をお願いしている。その他学術部や会長副会長

の表彰受賞等についても執筆を願っている旨報告あり。 

⑦ 月例行事予定表 

特記事項なし 

⑧ Web研修準備委員会（資料参照） 

・2/20（土）15:00～16:00 オンラインテストセミナーを開催の予定 

理事各位においてはメールで依頼の通り、テストセミナーを Web聴講いただき、不

具合の指摘およびご感想を頂きたい。 

テストセミナー結果に基づき、運用マニュアルを作成予定である。 

マニュアル内容および執筆担当者も決定の上、準備中である。 

以上について中尾理事より報告あり。 

7. 連盟 

脇村連盟支部長欠席の為、薗田理事より報告 

各施設への連盟加入用紙の配布予定である。各施設申込手続きをお願いします。 

 

第 41回和歌山県医学検査学会 

秋田理事（学会長） 

特記事項はなし 

Web研修準備委員会の検討内容および他県の開催方法なども参考にしながら引き続

き検討頂く。 

8. その他 

●70周年記念式典について 

和歌山県臨床検査技師会 70周年記念式典を次年度開催予定 

開催に向けて準備委員会を予定している。責任者は田中会長、神藤副会長。 

早々に委員決定行い準備を進める。 

 

 

 

審議事項 

●検体採取講習会の担当理事ついて 

担当理事案：丸澤経理部長、山本理事、久保事務局長 

以上の理事で快諾頂く。 
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●災害対策委員会 本年度災害訓練について  

大前理事より 

・訓練において災害対策委員の担当地区と担当地区理事の決定 

・日程は 2021年 2月 17日（水曜日）実施 

・訓練内容連絡網の訓練と災害時被災状況連絡シートの FAX送受信の訓練 

以上について審議提案あり。 

異論等なく了承を得られる。 

 

●精度管理事業について 

中尾理事より 

本年度の精度管理報告書の閲覧についてフリーアクセスにするか、パスワード設定

を行い参加施設の限定閲覧にするか審議頂きたい 

→昨年まで、報告書についてパスワード設定なし。例年通りの対応とすることで一

致。 

 

記録作成 令和 3年 2月 27日 氏名 久保 光史 提出 令和 3年 2月 27日 

※ 諮問委員会で「報告書」が提出される場合、「委員会議事録」が別途作成添付される場合は

添付資料で可 


