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一般社団法人富山県臨床検査技師会 

令和 2年度第 1回理事会会議議事録 

開催日時 令和 2年 4月 9日（木）14時 30分～ 

開催場所 富山県医師会館 技師会事務所 

出席理事 南部重一、沢井真史、上野智浩、村椿智佳子、油谷智史、石川幸和、中河竜也、 

清水雅彦、長沢昌恵、野村 亮、大橋美香、 

  幹事 成瀬 智、 

委任状 柴山直美、谷口直美、宮窪麻由美、今村縁、高柳由美、中野壮城、齋藤良子、宮崎しのぶ、

丹羽弘枝、小路聡美、岡田佐恵子、林 智津代、竹村さおり、宮脇夕佳、内山賢子 

欠席理事 藤本寛之、 

会議次第 Ⅰ．開催の挨拶 

Ⅱ．出欠の確認 

Ⅲ．議題 

 Ⅰ．開催の挨拶 

 

Ⅱ．出欠の確認 

出 席  11 名  

委任状  15 名  

欠 席  1 名  

 

Ⅲ．議題 

1.報告並びに協議事項 

1）理事会、研修会等の開催について 

理事会は当面、幹部開催とする 

富臨技主催研修会は、2020年 6月まで中止（ホームページで案内） 

・中部圏支部研修会開催の基本方針（2020/4/8現在） 別紙参照） 

① 基本的な研修会開催時期を、「12月～2月実施」の方向で計画を進め、 

状況に応じ中止の可能性を考慮しておく。 

※変更が難渋するなら中止をする。 

※計画を立て、中止となった場合は経費、キャンセル料などは日臨技負担とする。 

※取り急ぎは、最初の 10万円で運用をお願いいたします。 

※企業協賛にいては、企業様の考えもあるが中止の可能性もある旨を伝える。 

今回は、企業協賛無理なら無しの企画が必要。参加費で行える企画が必要。 

② 輸血・病理・生物化学・微生物は、開催時期の延長を指示する。 

（企画が決定している病理は、容認するか否かの判断が必要） 

※輸血に関しては、変更が無理なら中止をしてください。 

※病理（11月７日、８日）ですが変更無理なら現状のまま進めてください。 

③ 今年度の研修会を中止することは、容認する。 

※場合によれば中止になることを会員に伝えてください。 
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2020年度 中部圏支部研修会企画状況 

輸血細胞治療部門研修会 開催日時： 2020.8/29 30 会場 ：岐阜 

病理細胞部門 開催日時： 2020.11/7 8会場 ：金沢大学附属病院 

生物化学分析部門 開催： 2020.11 月予定 会場 ：静岡県担当 「あざれあ」 

微生物部門 開催日時： 11 月 7 日・ 8 日 会場 ：未定 

血液部門 開催日時： 12 月 19 日・ 20 日 会場 ：未定 

臨床一般検査部門 開催： 2021.1/9 10 会場 ：プレスタワー浜松 

臨床生理部門 開催日時： 2021/2/6 7 会場 ：岐阜大学サテライトキャンパス 

～開催延期部門～ 

臨床検査総合部門 開催日時：未開催 会場 ：未開催  2021 年度開催する 

染色体・遺伝子部門 開催日時：未開催 会場 ：未開催 2021 年度開催する 

※日臨技は、全国学会が 9 月 5 日 6 日ですのでこれが実施できなければ年内の

研修会開催は難しいのではないかと申されてます。 

※中部圏支部学会、10月 31日、11月 1日も状況によっては中止の判断を下さな

ければなりません。最悪を考えて発表方法、機器展示など運用を考えなければ

いけません。  

2）令和 2年度富臨技定期総会について 

令和 2年 5月 23日（土） 14：00～15：00 富山県医師会館 4階 

旧理事幹部、新旧各部長、監事メンバーのみ 

 旧理事については、総会委任状と書面表決形式で実施予定。 

役割分担 

総 括    南部 重一（富臨技会長） 

総合司会者   村椿 智佳子（富臨技事務局長） 

会場責任者   清水 雅彦 （精度管理部長） 

写真撮影    野村 亮  （富臨技広報部長） 

受付担当 長沢 昌恵（広報部長）…出席者、書面表決者を資格審査委員に報告 

記録担当  中河 竜也（学術部長・次期事務局次長）…質疑応答等の記録 

議 長  選任  岩崎 浩 （次期精度管理部長：市立砺波総合病院） 

執行部報告者   澤井副会長……第 1号議案、第 3号議案、 

澤井副会長……第 5号議案、第 6号議案、 

大橋会計部長……第 2号議案、第 4号議案 

会計監査報告     監事  成瀬 智 

資格審査委員 委員長（理事）：油谷 智史 （次期学術部長） 

副委員長（会員）：田近 洋介（済生会富山）（次期広報部長）  

議事運営委員 委員長 （理事）：清水 雅彦 （現精度管理部長） 

       副委員長（会員）：青木 貴子（県中）（次期会計部長）  

総会書記（会員）：宮腰 希望 （高岡医師会臨床検査センター）（次期公益部長） 

（理事）：長沢 昌恵 （済生会高岡病院）   

議事録著名人（理事）：中河 竜也 （現学術部長）（次期精度管理部長） 
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（理事）：野村 亮 （現広報部長） 

13時 00分～13時 50分  会場設営 （マイク、机、イス）            

13時 50分～14時 00分  富臨技永年職務精励者表彰 

             代表者：岩崎 浩 （市立砺波総合病院） 

14時 00分～15時 00分  総会 

15時 30分～       令和 2年度新理事幹部部局長役員会  

議案検討 

第１号議案 令和元年度 事業経過報告 

第 2号議案 令和元年度 決算報告・監査報告 

第 3号議案 令和 2年度 事業計画（案） 

第 4号議案 令和 2年度 予算（案） 

第 5号議案 令和 2・3年度理事及び監事選任の件 

3）中部医学検査学会シンポジスト 

  

2.各部局より提案と報告 

1）事務局 

富山県技師会員数報告 542名 入会 0名、退会 7名（2020/4/9 14：30時点）。 

新規富臨技入会申請者 3名の読み上げ紹介を持って入会の承認を得た。 

入会申請中 5名については、県技師会への入会申込み申請をお願いしたい。 

2）会計部 

4/14（火） 富臨技、精度管理協議会会計監査 

収入 2/22 ベットサイド講習会：3/25 に日臨技より 47500 円の補助金入金確認

3/26の令和 2年度入会金 315.2万円（520名分）入金確認 

   4/8 賛助 10社、広告 2社 

   ゆうちょの定期預金 258万円分は、再度定期更新（公益法人の基本財産） 

3月会計監査まで 

 収入項目合計 7022065円／単年度収入 

  会費収入  4958000円（内賛助会費 メーカー49社×3万円 1470000円） 

  助成金収入 1497390円 

  研修会参加収入 113000円  

  会誌広告  380000円（19社×2万円）、  雑収入   73675円 

支出項目合計 9165009円／単年度支出 

事業費 5358473円 （事業費 89％、教育研修費 54.8％の進度率） 

  管理費 3701384円 （90.7％）、その他支出金 81000円 

（中部圏支部支出：150万円 現状 109万 2472円 執行率 72.8％） 

3）精度管理部 

①令和 2年度 第 1回臨床検査精度管理協議会 令和 2年 4月 22日（水）中止 

メール会議に変更、書面表決形式 別紙参照） 
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4）学術部 

学術部門運営マニュアルの改版 令和 2年 4月 9日第 2版 

令和 2・3年度学術部門長名簿 別紙参照） 

5）広報部 

総会議案書原稿〆切は 4月末日、初稿校正 5月第 2週末、確認後印刷。（中央印刷） 

学会 HP 

6）公益事業部 

 

3.今後の日程 

4/14（火） 富臨技、精度管理協議会会計監査 

5/23（土） 富臨技定期総会 

  第 2回理事会（引継ぎ） 

 

4.その他 

令和 2・3年度富臨技理事体制 案  別紙参照） 

会 長 南部 重一 

副会長 澤井 真史、上野 智浩 

事務局長 村椿 智佳子、次長 中河 竜也、事務局員 石川 幸和   

  学術部長 油谷 智史、副部長 谷口 直美 

    部員 稲垣 規子（富山赤十字病院）、柏原 早苗（南砺市民病院） 

  精度管理部長 岩崎浩（市立砺波総合病院）、副部長 辻田由加利（厚生連滑川病院） 

    部員 西村 直子（ＪＣＨＯ高岡ふしき病院）、長谷川 陽子（富山市民病院） 

  公益事業部長 宮腰 希望（高岡市医師会臨床検査センター） 

     副部長 柴野 亜希子（済生会高岡病院） 

    部員 洲崎 そのみ（金沢医科大学氷見市民病院）、武島 千尋（北陸中央病院） 

  広報部長 田近 洋介（済生会富山病院）、副部長 江平 寿也（かみいち総合病院） 

    部員 横井 優紀（富山市医師会健康管理センタ－） 

  会計部長 青木 貴子（富山県立中央病院）、副部長 矢野 彩子（県立中央病院） 

    部員 平田 和佳子（富山労災病院）、成瀬 里恵（富山大学附属病院） 

  監事 成瀬 智、金山 昌子（黒部市民病院） 

 

 

 

 

 

議事録署名 会議議長   南部 重一 

議事録著名人 澤井 真史       

書 記    村椿 智佳子  

 


