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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 9回理事会会議 

開催日時 令和 3年 2月 18日（木）14時 30分～ 

開催場所 富山県医師会館 4階大会議室 

出席理事 村椿智佳子、谷口直美、西村直子、江平寿也、 

Zoom：南部重一、澤井真史、中河竜也、石川幸和、油谷智史、稲垣規子、岩崎浩、 

辻田由加利、長谷川陽子、宮腰希望、柴野亜希子、武島千尋、田近洋介、 

横井優紀、矢野彩子、青木貴子、成瀬里恵、    幹事：成瀬 智、 

欠席理事 上野智浩、洲崎そのみ、柏原早苗、平田和佳子、幹事：金山 昌子 

次  第 Ⅰ．開 会 

 

Ⅱ．出欠の確認 

出 席  21名  （ZOOM 17名、現地 4名） 

欠 席  4 名  （委任状 2名） 

 

Ⅲ．議題 

特になし 

 

Ⅳ.報告事項 

1.令和 2年度富山県医学検査学会 

令和 3年 2月 27日（土）13時  会場：富山県医師会館 1階大ホール 

令和２年度 富山県医学検査学会スケジュール・役割分担 

＜スケジュール＞ 

12：30 ～  受付開始  

13：00 ～ 13：05 開会式 油谷 智史 

 会長挨拶 南部 重一  

13：05 ～ 14：25 一般演題 8演題  

座長：金森 隆樹、座長：横田 綾、座長：中村 雅彦 

14：25 ～ 14：30 閉会式 油谷 智史 

14：30 ～ 14：40 休憩・調整  

14：40 ～ 16：40 臨床検査総合部門研修会 司会：澤井 真史 

題名「COVID19の遺伝子検査について」 

演者 横山 和則 富士フイルム和光純薬株式会社 臨床検査薬事業部 学術課長 

       富士フイルム和光純薬株式会社 北陸・東海営業所安藤 隆, 

閉会の挨拶：澤井 真史 

＜役割分担＞  

会員受付 辻田 由加利、宮腰 希望、柴野 亜希子、矢野 彩子 

照明     青木 貴子、西村 直子、 

マイク 谷口 直美、稲垣 規子、柏原 早苗 
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スライド・PC 岩崎 浩、中河 竜也、石川 幸和 

カメラ・記録 田近 洋介、江平 寿也 

庶務 村椿 智佳子、神保 知子 

会場設営 理事全員 

準備 消毒液、体温計、チンベル  

研修会・学会受付用紙 会員用、非会員用、座長 

座席用 「講師」、「座長」、「演者」 

PC関係 ノート PC、プロジェクター、ケーブル 

マイク 医師会館から借用 座長、演者、質疑用 2本 

 

2.令和 2年度 第 1回技師長等管理監督者会議 

令和 3年 2月 27日（土）11時 30分～ 富山県医師会館 4階大会議室 

   参加予定 24名、理事：南部・澤井・上野・中河 

議題：1）日臨技、中部圏支部の最近の動向について 

    タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業の協力依頼 

     資料説明 

2）第 59回中部圏支部医学検査学会について 

    学会準備進捗状況報告：澤井 

     一般演題のエントリー依頼  施設別割当表：中河 

     2/20開催予定の幹事会で開催方法の最終決定となる 

      コロナ禍での現地開催が困難にて Web開催への変更 

     浅野 敦（中部圏支部長、岐阜県会長、日臨技理事） 

     中根 生弥（愛知県会長、日臨技理事） 

     森本 誠 （三重県副会長、日臨技理事） 

     大石 和伸 （静岡県会長） 

     長原 三輝雄 （石川県会長、日臨技理事） 

     直田 健太郎 （日臨技理事、静岡県理事） 

     滝野 寿（日臨技専務理事、中部圏支部担当） 

     澤野 晴夫（中部圏支部事務局：岐阜） 

  ・幹事会で中部圏支部学会のプレゼンを行う 

    澤井（内容）、中河（プログラム）、油谷（支部シンポ）、村椿 

3）その他 

 

3.タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業 

  啓発事業：Webセミナー 

  現状法律上できるもの 18項目 

  法令改正が必要で指定講習会の受講は必須となる 8項目 

  診療放射線技師、臨床工学技士も同様：静脈路の確保 

  国会での提案、法改正、講習会（30～50名単位）の実施の流れ 
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都道府県研修会 2/18（木）16時より 

第 1講 開会挨拶：宮島会長（ビデオ又は現地挨拶） 

第 2講 タスク・シフティング業務啓発並びに病院管理者への協力依頼 

第 3講 臨床検査技師に対するタスク・シフティング業務の説明 

第 4講 タスク・シフティング業務の好事例 

第 5講 各都道府県技師会にてタスク・シフティングシフティング推進等方策を 

    議論する。（グループワーク） 

  

4.各部局報告 

1）事務局 

富山県技師会員数報告 566名（2021/2/18/14時時点）  

新規富臨技入会申請者の読み上げ無し。 

 

2）会計部 

  1月分の会計報告 

  収入：1/6コロナ助成金 89万 1605円 

  支出：1/18コロナ研修検査補助費 18万円 

  執行率：総支出 579万 6553円/86.1％ 

      事務費 201万 3465円/61.8％ 

      管理費 239万 5781円/65.1％ 

  精度管理部門：各部門での請求分は完了 

 

3）精度管理部 

  2/13 新旧の精度管理申送り会責任者・部門員の選定中 

  一般部門責任者 ：泉（まちなか病院） 

  生化学部門責任者：藤井（日赤） 

  免疫血清部門責任者：清水（厚生連高岡） 

  血液部門責任者 ：石橋（富山市医師会健康管理センター） 

  輸血部門責任者 ：柴田（高岡市民） 

  微生物部門責任者：佐々木（労災病院） 

  生理部門責任者 ：高宮（北陸中央病院） 

  病理部門責任者 ：石倉（砺波総合） 

  遺伝子部門責任者：杉江（富山大学） 

  基準値統一化委員会：田保（厚生連高岡） 

 精度管理協議会：4/12、14、15で設定 

 精度管理の会計監査：3月中に 

 精度管理部門施行：遺伝子部門の予算検討中  
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4）学術部 

 研修会報告なし 

 2/27総合部門研修会が最終 

 3/8締切 

 今年度 10研修会の申請 

 後援：日本新薬 

 JAMTIS：現地開催と WEB開催の選択申請 

 第 70回日本医学検査学会の一般演題座長依頼：2名（一般・病理） 

 

5）広報部 

 広報誌の配布完了 

 第 59回中部圏支部医学検査学会 HP更新 

  募集要項、宿泊施設案内、プログラム、ポスター掲載完了 

 

6）公益事業部 

  2020年検査と健康展：47都道府県中 2府県開催 

  山梨県：高校生：予防具の着脱など 

  大阪府：Web掲載中（生涯教育 20点付与） 

 次年度の開催について、検討 Web考慮した形で計画。 

 

Ⅴ.今後の日程 

3/11（木） 第 10回理事会 14時半 

 

Ⅵ.その他 

1.第 59回日臨技中部圏支部医学検査学会 

 募集要項、ポスター配布：2月中 

 Web開催となるためコンベンション会社 2社に見積依頼中 

 50～60名の実務委員予定であったが、参加受付等も事前受付となるため、理事中心 

 一般演題のエントリー推進 

 

2.県部門功労について 

 65周年記念行事は中止、3年後？に 70周年を行う予定 

 定時総会時に部門功労表彰を受けるか、次回理事会で検討する。 
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3.タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業都道府県研修会 

2/18（木）16時より 

1）第 5講 各都道府県技師会にてタスク・シフティングシフティング推進等方策を    

議論する。（グループワーク） 

～ 検討会討議内容 ～ 

臨床検査、診療放射線、臨床工学の三職種 3 団体が同時期に法令改正をもって承認

されるにつけて、厚労省の指定講習会が企画推進の流れとなる。 

医師の働き方改革として 2024年 4月～超勤時間上限 960時間が義務化され医師業務

の施行計画、総活躍プランで日本医療界の規制緩和の大きな潮流の中で更に臨床検

査技師業務拡大につなげていく機会であることから変革期に突入する事。 

 検査技師の本来業務としてタスクシフトでライセンス化されていく業務追加に対

応するためには、現在の業務整理、業務改善をしたうえで、拡大業務に携わり、守り

から拡張へ向け、業務量に見合った人員確保につなげていく事が課題となる。 

第 4次産業革命の中で、分析業務は急速な IT化による自動化が加速され淘汰されて

いくなかでタスクシフトから意識改革を乗り切り、将来性のある新たな道づくりが

望まれる。 

2）日臨技 Webシステム 「タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業」を

視聴して 

 働き方改革 他の H14年看護師の静脈注射、H24年検体採取、検体検査の業務制限

確率に向けた精度管理保障制度、今回のタスクシフトでは現状法律上できるもの 18

項目、法令改正が必要で指定講習会の受講は必須となる 8 項目について、実際携わ

るとなると検査部門外に出ずっぱりの業務となるので、かなり効率性が求められる

ことが想定される。 

病棟採血（現状 10％程度の実施状況）、検査のための採血・検体採取、生理部門の特

殊検査、心カテ業務、輸血管理業務、血糖管理業務、術中モニタリング、検体採取の

ための医師介助業務（内視鏡、組織切出し、骨髄穿刺）は臨床検査技師の本来業務と

して積極的に医師の施行計画に取り込んでいく機会となる。 

3）私たち富臨技理事として、今後の使命とは 

 都道府県主催の講習会の設定や企画、厚労省指定講習会の完全受講を働きかける

事。自施設内での業務整理・業務改革の働きかけと業務拡大の実施。 

 

 

 

 

 

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  

 


