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一般社団法人富山県臨床検査技師会 

令和 3年度第 8回理事会会議議事録 

開催日時 令和 4年 1月 13日（木）14時 30分～ 

開催場所 富山県医師会館 4階  ⇒ 技師会事務局 

出席理事 南部重一、澤井真史、村椿智佳子、中河竜也、油谷智史、石川幸和、谷口直美、 

長谷川陽子、青木貴子、田近洋介、矢野彩子、武島千尋、成瀬里恵、   

欠席理事 上野智浩、稲垣規子、柏原早苗、岩崎浩、西村直子、辻田由加利、平田和佳子、宮腰希望、

柴野亜希子、洲崎そのみ、横井優紀、江平寿也、 

幹事：成瀬 智、金山 昌子 

会議次第 Ⅰ．開催の挨拶 

Ⅱ．出欠の確認 

Ⅲ．議題 

Ⅳ．報告事項 

Ⅴ．今後の日程 

Ⅵ．その他 

会議内容 Ⅰ．開 会 

 

Ⅱ．出欠の確認 

出 席  13 名 

欠 席  12 名  （委任状 7） 

 

Ⅲ．議題 

特になし 

 

Ⅳ.報告事項 

1.日臨技「災害対策支援規程」等及び当該規程に基づく 

都道府県技師会との協定締結のための説明会について 

（説明会の動画を会員専用サイトの「日臨技からのお知らせ」に掲載中） 

令和 3 年 11 月 25 日（木）18 時～ Web 澤井副会長 次回理事会で報告 

 2019 年に富臨技災害時対応に関するプロジェクト始動：担当者、役割 協議 

大西氏（北里大学保健衛生専門学校）、澤井副会長、南部 

① 県技師会連絡網の作成（富山ブロック+高岡ブロック） 

② 県の医務課へ団体登録 ⇒ チーム富山へ団体登録にて協力体制確立 

③ 災害支援拠点病院との連携 

④ 富臨技の災害対策本部の立ち上げ ⇒ 日臨技へ申請   等々 

 

2.タスク・シフト/シエアに関する厚生労働大臣指定講習会 

2022 年 2/23（水・祝）救急薬品市民交流プラザ（射水市戸破） 

講師：田畑医師（市立砺波総合）、佐藤慎哉・若林世恵看護師（富山大学） 

令和 4 年 1 月 12 日時点の現状：基礎研修修了者 28 名、受講中 62 名 

行事登録完了、事前参加申込 1/14（金）開始、富臨技会員へ一斉メール発信にて啓発。 

[事前参加受付期間] 2022/01/14 から 2022/02/11 まで、募集人数 60 人 
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■ 演題プログラム 

    [静脈路確保：講師追加依頼] 佐藤 慎哉（富山大学附属病院） 

 [造影剤注入等：講師追加依頼] 佐藤 慎哉（富山大学附属病院） 

     [成分採血等：手技講習なし] 

[皮下グルコース検査：講師追加依頼] 若林 世恵（富山大学附属病院） 

[吸引痰：講師追加依頼] 若林 世恵（富山大学附属病院） 

[肛門機能：講師選択済] 田畑 敏（市立砺波総合病院） 

[内視鏡検体採取：講師選択済] 田畑 敏（市立砺波総合病院） 

     [誘発電位等：手技講習なし] 

確認事項 

① 会場 

初めての実技研修で準備に時間がかかるので、会場は前日より借りる必要あり。 

施設の視察？ 

② 事前打ち合わせ 

技師会にある機材等の確認を含め、事前打ち合わせ、段取り、予行が必要。 

講師の先生方の日程調整確認。 

3 会場分のプロジェクター、録画ビデオは放映、PC、カメラ、マイク等 

   ③ 協力体制 

事業が大きいので、事務局（村椿）と協力して進めていく。 

実動：岩崎他実務指導者研修修了者と連携 

④ 新型コロナウイルス蔓延時の開催見送りの判断について通知 

以下の何れかに該当する場合には実技講習会の開催は見送る。 

①会場の確保が出来ない場合 

②自治体等から集会に対し中止勧告が出た場合 

③指導者が来場できない場合 

④50 名の受講者が確保できないと見込まれる場合 

⑤実務責任者と都道府県技師会長が感染拡大を考慮し開催見送りの判断をした場合 

※留意点 

・指導者・受講者のスケジュール等を考慮し 1 週間前までに開催見送りの決定をすることを

基本とする 

・開催見送りの判断においては日臨技と連携をとる 

・開催見送りの場合は一斉メール等を利用し受講者へ確実に伝達する。（加えて、都道府県技

師会の HP に掲載することも考慮頂きたい。） 

・開催見送りとなった場合、受講者は別日の講習会に振り替え参加が可能である。 

 

3.臨地実習指導者講習会（支部単位） 

2022 年 3/6（日）中部圏支部開催予定：今年度内開催、1 回定員 60 名、Zoom 形式 

富山県講習会世話人：田近（済生会富山病院）、南部ファシリテータ 

日臨技と日臨教の共同開催：1 施設 1 名分は受講料 3000 円を日臨教が助成負担 

R4 年度入学者に対応すべく令和 6 年度までに養成。 

▶ 中央講習会を受講した世話人候補者と連携し、各支部 2023 年度末までに 2～3 回の開催を実施。 

▶ 当面 Zoom による開催であることから、支部をまたいでの世話人の調整や受講も可とする。 

グループディスカッション形式。 

 日本臨床検査学教育協議会 育成助成金：3，000 円／1 施設 

 

4.令和 4 年度 日臨技中部圏支部医学検査学会 

2022年 10月 8日（土）～9日（日） 

静岡県総合コンベンション施設 プラサヴェルデ （静岡県沼津市） 

支部シンポジウムの演者選出（別紙） 

中規模病院の現職場長または副長、次代リーダーの演者選出を依頼されている。 
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400～500 床規模の病院 

富山県の該当施設：黒部市民、富山市民、富山赤十字、高岡市民、砺波総合病院など。 

1 月末までの決定が必須：支部幹事会で報告予定。 

支部シンポジウムの案内（添付資料参照） 

1. テーマ：夢を語ろう ～NEXT ONE“次の”検査室に向けて～ 

2. 要 旨 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、臨床検査技師が一役脚光を浴び、新型コロナウイルス

に対する検査室の関わりによって、臨床検査技師としての自信が見つけられたのではないでしょ

うか？しかし、医療業界が新型コロナ一色になる前の私たちは、地域包括ケアシステムの推進や

医療への人工知能（AI）の導入などの医療情勢の変化に対し、臨床検査技師も生き残りをかけ、

多様なニーズに対応すべく、様々な業務変革を模索していと思います。 

そこで、今回のシンポジウムでは“褌を締め直す”意味で、職場の将来を見据えた「職域の拡 

大」「業務の効率化」「品質保証」「人材育成」に対する熱き思いについて、様々な規模・形態の 

検査室のリーダー達の生の声を聞き、自分達の検査室、そして自分自身の“次の”行動指針を見 

つけてみたいと思います。 

3. 発表依頼内容 
自職場の将来を見据えた、「職域の拡大」・「業務の効率化」・「品質保証」・「人材育成」に対する 

熱き思いを。そしてそれを実現するために“実施した事”・“実施しようとしている事”・“実施し 

ていかなければならないと考えている事”について『タスクシフト』『ロボット化 or 人工知 

能（AI）』二つのキーワードを盛り込み、ご報告ください。 

4. 発表時間（予定）:各 15 分 （総合討論：15 分） 

5. シンポジスト 

① 大学病院の現職場長または次代リーダー ・・・愛知県 

② 大規模病院の現職場長または次代リーダー ・・・岐阜県 

③ 中規模病院の現職場長または次代リーダー ・・・富山県 

④ 中規模病院の現職場長または次代リーダー ・・・三重県 

⑤ 小規模病院の現職場長または次代リーダー ・・・石川県 

⑥ 健診機関の現職場長または次代リーダー ・・・静岡県 

6. 支部シンポジウム開催日（予定）:2022 年 10 月 8 日（土） 

 

5.令和 3 年度「地域ニューリーダー育成研修会（第 7回）」の実施について 別紙参照） 

次世代のリーダー育成のために、平成 26 年度より毎年『地域ニューリーダー育成研修会』を実施。 

1～4 回目までは、47 都道府県技師会からの推薦者の参画のもとに開催し、5～6 回目はそれまでに 

参加した者を対象にブラッシュアップのための追加の研修を行った。 

富山県：田近 洋介（済生会富山病院）、浦田 孝之（厚生連高岡病院） 

大西 秀典（北里大学保健衛生専門学院）、油谷 智史（高岡市民病院）   

令和 2 年度はコロナ禍の影響により中止、令和 3 年 12 月開催も延期。 

令和 3 年度：2022 年 3 月 5 日（土）オンライン形式による育成研修会（第 7 回）を開催予定。 

テーマ「臨床検査技師へのタスク・シフト/シェ アの推進方策について」 

対象者: 第 1～4 回地域ニューリーダー育成研修会受講者のうち各都道府県技師会よ 2 名以内。 

開催方法：Ｗｅｂによるリモート参加 

全体目標 

① 令和 3 年 5 月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための 

医療法等の一部を改正する法律」の成立により、当会では「タスク・シフト／シェアに関す 

る厚生労働大臣指定講習会」が開始されたことを受け、臨床検査技師へのタスク・シフト/シ 

ェアの推進方策についての意見を集約し、共有する。 

② リーダーに必要なスキルを習得し、都道府県技師会を牽引するとともに日臨技への運営に 

も携わることとができる人材となる。 

    令和３年度 地域ニューリーダー育成研修会（第 7 回）プログラム 

     2022 年 3 月 5 日（土）13 時〜19 時(予定) 

12:45 受付（Zoom 入室） 

13:00〜13:05 開会挨拶 横地副会長 

13:05〜13:35 基調講演 宮島会長 

13:35〜13:45 オリエンテーション 深澤専務理事 

13:45〜16:00 グループディスカッション丸田副会長、山寺執行理事、益田執行理事 他役員 

16:00〜16:15 休憩 

16:15〜17:45 グループ発表（10 分×グループ数） 

17:45〜18:00 総評 丸田副会長 
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18:00 記念プリントスクリーン 

18:00〜19:00 オンライン情報交換会（各自飲み物等準備） 

富山県より参加申請書提出：浦田 孝之（厚生連高岡病院）令和 4 年 2 月 18 日(金)報告承認。 

 

6.役員推薦委員会の開催について 

 2022 年 1/22（土）13時 30分～ Zoom 第 1回役員推薦委員会 

  役員推薦委員 役員任期 令和 3年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

新川地区 2名  土井 彰（厚生連滑川病院）、 平澤 博 （富山労災病院） 

富山１区 2名 布野 純子（富山県立中央病院）、下司 洋臣（済生会富山病院） 

富山２区 2名 多賀 由紀子（富山大学附属病院）、嶋田 孝紀（富山赤十字病院） 

富山３区 2名 林 宏(富山市民病院)、山本 均（富山市医師会健康管理センター） 

高岡地区 4名 寺井 孝 (厚生連高岡病院)、東海 敏子 （高岡市民病院） 

高田 哲郎 済生会高岡病院、上野 勝 （ＪCHＯ高岡ふしき病院） 

砺波地区 2名 永田 肇 （市立砺波総合病院）、藤田 正子 （南砺市民病院） 

令和 4・5年度理事に関して：役員推薦委員会へ次期新理事 25名の選出依頼。 

  各地区別選出がある場合も考慮して次期理事の選出を考慮し、次回理事会で報告。 

富山 1区 4名、富山 2区 3名、富山 3区 5名、新川地区 3名、 

高岡地区 7名、砺波地区 3名 

 

7.日臨技中部圏支部医学検査学会（第 59回） 

学会終了報告書、決算書（別紙） 

会 期 令和 3 年 9 月 25 日（土）～令和 3 年 10 月 24 日（日） 

会場名 WEB 開催（オンデマンド開催）による 

学会内容 

COVID-19 感染拡大を考慮し、中部圏支部学会は史上初の WEB による開催（オンデマンド 

開催）となった。特別企画では、宮島会長による「タスクシフトの本質と臨床検査技師の未 

来」と題し講演をお願いした。シンポジウムは「“繋がる”ための意識改革」～臨床検査技 

師の未来のために～ とし、多職種との繋がりや業務拡大の成果と検証を行った。WEB 上で 

はあったものの、パネリストの先生方の積極的なディスカッションが実現し、有意義な時間 

を過ごすことができた。 学術部門企画においては、新型コロナウイルスについての話題か 

ら、生理機能検査の標準化、ISO、そして AI まで、最近の話題について余すところなく設定 

した。一般演題は、予想を遥かに上回る 103 題のエントリーがあり、昨年中止となったこの 

学会への温かい支持と声援を感じることができた。 

参加者数（内訳）：合 計 997 名 

会 員 971 名（実務委員含む）：招待者 6 名、賛助会員 17 名、学生 0 名、非会員 3 名 

終了所見 

中部圏支部内のみならず、北海道から沖縄まで全国から参加登録をいただき、その数は 997 

名に上った。開催中は「参加ログインができない」「一般演題演者から、質問の回答がこな 

い」などの問題が発生したものの、実務委員の迅速な対応により直ちに解決でき、参加者へ 

のフォローも完全であった。 初めての「WEB 開催」に最初は戸惑い、不安も大きかった 

が、実務委員の各々の裁量には目を見張るものがあり、見事に「開催成功」を果たしたと考 

える。 

     決 算 書 

      収入実績計 4,933,247 円、予算 3,380,000 円、差異 1,553,247 円、執行率 146% 

      支出実績計 7,506,290 円、予算 7,430,000 円、差異 76,290 円、執行率 101% 

     収支差額  1,585,957 円（黒字）・・・日臨技へ返金 

第 59 回中部圏支部医学検査学会 学術奨励賞推薦者リスト 

 演題番号 12 微生物部門 演者 柏木 裕太郎 富山市民病院 

演題名 Gene Xpert システム導入後の Clostridioides difficile 検査状況 

Gene Xpert システムの導入による ToxinB 遺伝子検出状況を明らかにするとともに、CDI

の診断、否定が容易となったことを示した。 

演題番号 28 臨床血液部門 演者 草次 裕人 公立陶生病院 

演題名 Xa 阻害薬服薬患者における APTT 三次微分波形と抗 Xa 活性値の比較 

自施設の倫理委員会の承認を得たうえで、患者の検査結果に加え、服薬情報も利用し、自動

分析装置から得られる複数のパラメーターを評価している。また、今回の検討には、DOACs の

モニタリングという明確な目的があり、多くの検査室で利用可能な手法を意識した検討内容
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であった。 

    演題番号 93 輸血部門 演者 水野 友靖 小牧市民病院 

演題名 タスクシフトの一環として始めた輸血関連情報カード説明果について 

法改正され、タスクシフト・シェアで輸血部門ができる業務が増えたが、厚労省指定講習会

を受けるなど準備が必要な業務もある。その中で、現行制度でできることから取り組めること

について検討しており、他施設へもタスクシフト・シェア推進へつながる内容である。 

         

8.令和 4 年度都道府県技師会との関連行事（予定）について 別紙 

都道府県技師会の主催事業 

１. 生涯教育推進研修会助成 

「都道府県技師会における学術活動の活性化と生涯教育履修向上」のため助成。 

１研修会当たり、定額 3 万円及び参加者１人当たり 500 円、最高 40 名(最大 5 万円)。 

1 都道府県技師会当たり 20 研修会（最大 100 万円）。 

対象研修会：令和４年４月から令和５年２月までに開催された研修会。 

２. 都道府県技師会主催「リーダー育成講習会」の開催支援 

日臨技主催の「地域ニューリーダー育成講習会」の受講者が中心となり、都道府県技師会にお 

いて人材育成事業を展開。開催については、都道府県技師会の判断に委ねるが、開催に当たり 

日臨技の理事を招聘された場合の招聘経費は日臨技負担、その他費用は、都道府県生涯教育研

修制度の対象とする。 

  日臨技・都道府県技師会の共同事業 

   １. 全国「検査と健康展」開催経費 

臨床検査に関する正しい知識を広く国民へ普及、啓発する取組みを目的に「臨床検査月間」 

である 11 月を目途に、日臨技・都道府県臨床（衛生）技師会が主催で行う場合は開催経費を 

一律 50 万円、中央会場として開催する場合は 100 万円を助成。 

「検査と健康展」では、臨床検査の業務内容を広く理解していただくための企画内容で開催。 

具体的には、健康展が主体となるような企画は避け、「臨床検査技師の仕事」や「生活習慣病 

の予防と健診の重要性」、「認知症予防」など臨床検査や臨床検査技師に関する正しい知識の 

普及、啓発を目的に企画運営する。 

   ２.「地域ニューリーダー育成講習会」の開催（未定） 

平成 26 年度から 6 回開催した「地域ニューリーダー育成講習会」は令和元年度をもって第 1 

期が完結。令和 4 年度からは第 2 期（5 年計画）として新たな人材を各都道府県より推薦し、 

将来の日臨技・地臨技を担うことができるリーダーの育成を行う。 

令和 4 年度の経費補助は、前期通り参加者宿泊費（2 日分）は都道府県技師会負担、交通費は 

日臨技負担とする。 

   3.「次世代人材育成講習会」の開催依頼 

初級（入職 3 年～10 年目）／中級（入職 10 年以上）の会員を対象に、医療人、職能人として 

のスキルアップを目的に、医療情勢の変化、今後の臨床検査の在り方、職能団体としての組 

織強化などをテーマに開催。令和 4 年度からは、支部の開催枠にとらわれず各都道府県技師 

会において開催企画される場合は、講習会企画（プログラムなど）、講師選定など日臨技と都 

道府県技師会と協議の上企画。開催する都道府県技師会には、日時設定、会場確保、研修会 

広報（集客）、当日の実務委員数名のご協力依頼。 

講習会開催に当たり、基本額 5 万円＋参加者１名あたり 1,000 円の経費を日臨技が負担。 

４．総会議決権行使促進事業 

総会委任状の事前議決権行使数及び出席者数に対して 1 名当たりに対し助成。 

令和４年度都道府県技師会への回収手数料（通常議案） 

66.7%以上の場合：70 円/1 名、50%～66.6%の場合：50 円/1名、50%未満の場合 0 円。 

   ５．新人対象日臨技啓発事業 

日臨技の新入会会員に対して、「日臨技啓発冊子（仮称）」を送付。 

各都道府県技師会の新人研修会等で活用する希望がある場合は、希望冊子数を送付。 

尚、新人研修会等については、生涯教育推進研修会の対象とする。 

支部学会担当都道府県技師会（支部学会関連の開催依頼） 

例年実施の「学生フォーラム」、「中高生進路支援ガイダンス」に関しては、検討後別途通知。 

 

9.各部局報告 

1）事務局 

富山県技師会員数報告 566名（2022/1/13/14時時点）  

新規富臨技入会申請者なし。 

 

2）会計部 
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収入  

正会員会費収入：11、12 月分報告なし 

生涯教育助成金収入 

11 月 30 日入金分：119,000 円 

・令和 3 年度臨床一般部門精度管理報告検討会（Web10/23）35,000 円 

・令和 3 年度第 1 回臨床生理部門研修会（10/30 富大+Web：72 名）50,000 円 

・令和 3 年度精度管理調査臨床血液部門結果報告・部門研修会 35,000 円 

12 月 27 日入金分：171,500 円 

・2021 年度病理細胞部門研修会・精度管理報告検討会（Web11/6）41,000 円 

・令和 3 年度第 1 回生化学検査・免疫血清部門精度管理報告検討会 38,500 円 

・令和 3 年度臨床生理部門精度管理調査報告検討会第 2 回部門研修会 50,000 円 

・令和 3 年度臨床微生物部門精度管理調査報告会        42,000 円 

賛助会費・広告収入 新規分なし 

賛助：計 49 社／予算 49 社分入金完了 

広告：計 21 社／予算 21 社分入金完了 

支出 なし 

 今後の支出予定：会誌発行印刷費、理事活動行動・交通費 

         精度管理事業 1,200,000 円、次期記念事業積立金 500,000 円 

その他 

生涯教育の申請：2 件…日臨技承認済、開催済 

令和 3 年度精度管理調査臨床血液部門結果報告会・研修会 

令和 3 年度輸血細胞治療部門研修会・精度管理調査報告会  

      

3）精度管理部 

富山県臨床検査データ標準化委員会新旧役員引継ぎ、リーダー選出 

令和 4年 3月 5日（土） 富山県医師会館 

1期 5年で西部地区、東部地区で交互交代 

富山県臨床検査精度管理協議会 

 規定の確認、予算の見直し、生理部門の血液ガス試料の値上げ分 3万円 

 遺伝子部門の予算化、精度管理報告書（青本）の電子化 

富山県精度管理結果報告書の発送 

 

4）学術部 

令和 3年度富山県医学検査学会 

令和 3年度 富山県医学検査学会スケジュール・役割分担（仮） 

＜スケジュール＞ 

12：30 ～  受付開始  

13：00 ～  開会式 油谷 智史 

13：05 会長挨拶 南部 重一  

13：05 ～ 14：45 一般演題 10 演題  座長：担当学術部門から 

14：45 ～ 14：50 閉会式 油谷 智史 

14：50 ～ 15：10 休憩・調整  

15：05 ～ 16：30 臨床検査総合部門研修会 司会：澤井 真史 

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 

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 
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会場設営 理事全員 

＜準備＞ 

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 

※1：出欠の確認をしておりません。 

※2：演者、座長の方は外しております。 

理事集合時間 12：00、演者集合時間 12：00 理事以外座長集合時間 12：30 

プログラム・抄録集 

期日：令和 4 年 2 月 19 日(土) 13：00～16：45 

会場：富山県医師会館 １階 大ホール 

主催：一般社団法人 富山県臨床検査技師会 

学会日程                           

総合司会：油谷 智史（富山県臨床検査技師会学術部長） 

１３：００ ～   開会式・会長挨拶 

１３：０５ ～   一般演題 

１４：４5 ～  （臨床検査総合部門研修会） 

一般演題                           

臨床一般部門  座長：金森 隆樹（厚生連高岡病院） 

演題 1「臍帯血移植後に膀胱炎症状を呈さず尿沈渣中に BK ウイルス感染細胞を認めた 1 例」 

橋本 英奈（富山大学附属病院） 

生物化学分析部門 座長：大槻 晋也（富山大学附属病院） 

 演題 2「全自動免疫測定装置 HISCL‐800 における CEA,CA19‐9 の基礎的検討」 

石橋 末稀 （済生会高岡病院） 

輸血・細胞部門  座長：浜田 麻由子（富山県立中央病院） 

      演題 3 「骨髄異形成症候群で A 抗原減弱を認めた 1 症例」 

雨野 里奈子（富山大学附属病院） 

     病理・細胞部門  座長：林 宏（富山市民病院） 

演題 4 「液状化細胞診を用いた尿細胞診の検体処理法の検討」 

古村 貴大（市立砺波総合病院） 

臨床生理部門   座長：中川 夏輝（済生会富山病院） 

 演題 5 「標準 12 誘導心電図における内部精度管理の適切な実施について」 

渡邉 眞彌子（富山大学附属病院） 

 演題 6「当院における呼吸機能検査の機材保守及び精度管理の取り組みとその効果について」 

熊川 亜衣奈（富山大学附属病院） 

演題 7 「経食道心エコー検査にて偶然診断し得た大動脈四尖弁の１例」 

西角 涼音（富山大学附属病院） 

      演題 8 「超音波検査において鎖骨下動脈起始部狭窄の診断に貢献できた症例」 

白江 好（高岡市民病院） 

微生物部門  座長：森田 未香（富山大学附属病院） 

 演題 9 「血液培養から Edwardsiella tarda が分離された 1 例」 

高森 亮輔（富山県立中央病院） 

演題 10 「当院の過粘稠性 Klebsiella pneumoniae の検出状況」 

竹島 亜美（富山市民病院） 

（臨床検査総合部門研修会） 座長：澤井 真史（富山県臨床検査技師会副会長） 

『コミナティ筋注の適正使用情報ついて 』 

岩田 佳久 先生  

（ファイザー株式会社 ワクチンメディカル・アフェアーズ部） 

閉会の挨拶：澤井 真史（富山県臨床検査技師会副会長） 

 

学会・研修会報告 

令和 3 年度臨床一般部門精度管理調査結果報告検討会（Web10/23 参加 10 名）助成有 

令和 3 年度病理細胞部門精度管理調査結果報告検討会（Web11/6 参加 22 名）助有

令和 3年度臨床生化学部門精度管理調査結果報告検討会（Web11/20 参加 17名）有

令和 3年度輸血細胞部門精度管理調査結果報告+研修会 

（富山市医師会健康管理センタ 4Fホール 11/20参加 11名）助成申請有 

後援 急性白血病フォーラム in Kanazawa （Web12/10参加 2名）助成申請なし 

会議開催予定：なし 

研修会予定：なし 

共催・後援  

承認 2/12・13 第 12回日本臨床一般検査学会、第 18回スキルアップ講習会 
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岐阜商工会議所、岐阜大学病院 現地開催 

 

5）広報部 

会誌発行 

キクラ印刷（会誌の電子化込）  

会誌の寄稿待ち 

今月のトピックス（総会記事）、コーヒーブレイク依頼：15日〆切 

会誌発行事業予定 

 1/14 原稿提出、学会プログラム、抄録（学術部長から）の初稿 

校正依頼メール送信、論文の提出。 

 1/13 ：1月理事会にて確認 

 1月中旬：第 2稿最終確認 

 1月下旬：最終校正提出、印刷依頼、部数連絡、見積依頼、印刷開始。 

2月下旬：送付→2/19学会 

 

6）公益事業部 

  なしイベントの開催予定なし。 

 

Ⅴ.今後の日程 

1/22（土） 日臨技理事会 

  役員推薦委員会 

2/5（土） 中部圏支部幹事会 

2/10（木） 第 9回理事会 

2/19（土） 富山県医学検査学会 

2/23（水） タスク・シフト/シエアに関する厚生労働大臣指定講習会 

 

Ⅵ.その他 

・日臨技会長選 

結果：現会長宮島当選 

 

・技師連盟関連 

参議院議員選挙に向けて 

 

・医療関連事業サービス振興会から日臨技へ依頼 

衛生検査所調査員：富山県臨床検査技師会より 1名 

施設長相当職、技師会理事経験者、生涯教育研修単位クリア者：1期 3年 

 下司 洋臣（済生会富山病院） 

ＢＭＬ、ＳＲＬ，衛生検査所等の監査役 

 

 

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  

 


