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日時 令和 2年 7月 17日（金） 

 午後 2時 00分～午後 5時 00分 

場所 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」第 2会議室 

 

  



令和 2年度（一社）静岡県臨床衛生検査技師会 第 3回理事会 

 

日時 ： 令和 2年 7月 17日（金） 午後 2時 00分～午後 5時 00分 

 

場 所 ： 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」第 2 会議室 

 

出席者 ： 現在役員数 20名（理事 18名・監事 2名） 

      大石和伸 羽切政仁 深澤邦俊 髙林保行 

      須田達也  鈴木篤 髙橋詩帆 加茂川暢彦 松浦裕  

 前澤圭亮 直田健太郎 久留島幸路 武藤淳 

 齋藤晴義 坂根潤一 石井浩崇（書記） 

 藤原誠（監事） 廣野裕章（監事） 

（18名／全 20名中 うち理事 16名／18名 監事 2名／2名）※敬称略 

 

欠席 ：  中村孝始 齋田英之  

 

 

 

議長及び議事録署名選出 

 

議長      大石和伸 

議事録記名人  羽切政仁 深澤邦俊 髙林保行 藤原誠 廣野裕章  

 

  



報告事項及び議題 ※敬称略 

1．前回議事録確認  （坂根） 

2．日臨技・中臨技関係 （大石・直田） 

3．第 9回静岡県医学検査学会  （坂根） 

4．減塩低カロリープロジェクト 2020 （坂根） 

5．検査と健康展 2020 （鈴木） 

6．メディメッセージ 2020 （羽切） 

7．伊豆市社会福祉大会 2020 （須田） 

8．各部報告・審議事項 

学術部 

組織部（連盟含む）                   

広報部 

会計部  

（各部局長、担当理事） 

9．事務局関連 （坂根） 

  

  



【報告事項及び議題】 

1． 前回議事録確認（坂根事務局長） 

第 2回理事会議事録の確認をした。定時総会登記完了の報告があった。 

  

2． 日臨技・中臨技関係（大石会長・直田理事） 

1） 中臨技関係 

中臨技監事会が 7/18のため報告事項なし。 

2） 日臨技関係 

① 新型コロナウイルス感染症関連 

・PCR検査および検体採取の研修について都道府県とタイアップし実行していく。 

・静岡県では、健康福祉部疾病対策課 PCR 班の担当と協議し、検体採取と PCR 検査の研修

を同時に開催できるよう、環境衛生検査研究所を研修開催場所と予定し調整中。 

② 医学検査学会 

9/5～9/6に幕張メッセで開催し、10/1～31にオンラインで開催する。 

 

3． 第 9回静岡県医学検査学会（坂根事務局長）             

来年度開催予定日が日臨技定時総会と同日となることが予想される。予定変更を考えたが例年

の開催場所である静岡県男女共同参画センター「あざれあ」が予約多数のため、担当支部である西

部地区も視野に入れ検討する。 

 

4． 減塩低カロリープロジェクト 2020（坂根事務局長） 

浜松市医師会より、新型コロナウイルス感染症の感染者が微増していることから、医師会館に

市民を集めてのイベント開催が難しいため中止とするが、新聞紙面やホームページにて減塩・

低カロリーについて啓発してくこととなった。 

 

5． 検査と健康展 2020（鈴木常務理事） 

静岡県で新型コロナウイルス感染症患者が散発していることから、開催目途がたてられないた

め今年度の開催について審議され中止することとした。 

 

6． メディメッセージ 2020（羽切副会長） 

メディメッセージ 2020実行委員会より、新型コロナウイルス感染症が未だ収束の見通しが立た

ない状況下においての開催の是非を検討した結果、医療従事者と不特定多数の地域の方々が数

千人規模で集まるイベントの開催はリスクが大きいと判断され、来年度に向け延期となること

が決まったとの報告があった。 

 

7． 伊豆市社会福祉大会 2020（須田常務理事） 



新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクを勘案しイベント中止の報告があった。 

 

8． 各部報告・審議事項 

1） 学術部（羽切副会長・大石会長） 

・報告事項 

① 研修会申請、生涯研修登録、終了申請はなし。 

② 学術部の業務分担について報告があった。 

③ 精度管理事業について 

今年度より静岡県から技師会に直接委託され実施する。静岡県技師会が主導となるため負

担が大きく、清水前学術部長を統括に配置し運営していくことが報告された。 

  ・審議事項 

① 会員より、JCCLS 共用基準範囲の県内採用状況について問合せがあったが、静岡県技師会

では採用状況等を把握していない。JCCLS 共用基準範囲は日臨技としても推進・促進して

いるため、今年度の精度管理事業としアンケート調査を実施し精度管理報告会で報告する

こととなった。 

② 令和 2 年度静岡県医師会臨床検査精度管理委員として、静岡県技師会から大石会長、羽切

学術部長、坂根事務局長、齋藤会計部長の 4名を選出することとなった。 

③ 清水前学術部長を精度管理事業の統括として依頼するため、一般社団法人静岡県臨床衛生

検査技師会定款 30 条により顧問に配置し組織図に掲載することについて理事会で承認さ

れた。 

④ 静臨技として Web 会議システムを導入することが承認された。各学術部門にも Web 会議シ

ステムに慣れていただき、部門内会議や研修会に活用していってもらうこととなった。 

⑤ 各学術部門による集合型研修の開催については 1 月以降の開催を目標に、他県の動向を調

査しながら、日臨技感染拡大予防ガイドラインに準拠し、研修会を実施できるよう準備し

ていくこととした。 

⑥ Web 型研修の導入を考慮し、延期となっている部門長会議の開催を 9～10 月に開催するこ

とが確認された。 

 

2） 組織部（深澤組織部長・須田常務理事・石井理事） 

・各種表彰について報告があった。 

① 2020年度「研究奨励金」授与候補者ならびに「藤田光一郎賞」顕彰候補者募集の案内 

② 令和 3年春の叙勲・褒章候補者の推薦について 

③ 令和 2年度 公衆衛生事業功労者の表彰候補者の推薦について 

④ 第 53回衛生教育奨励賞候補者の推薦について 

⑤ 令和 2年度（一社）静岡県臨床衛生検査技師会永年職務精励表彰について 

⑥ 功労者表彰及び感謝状（精度管理委員・学術部門員）について 



⑦ 第 49回医療功労賞候補者の推薦についての案内 

  ・会員の異動について 

① 令和 2年度 5月分異動についてメール承認を受け会報 7月号に掲載する。 

② 令和 2年度月分異動について理事会で承認された。8月号に掲載予定。 

・会員名簿作成について 

2020 年度会員名簿を 600 部印刷し、会報９月号とともに前年度名簿回収依頼を添えて配布

予定。 

  ・求人情報掲載について 

① 令和元年度総数は、掲載依頼 56件、削除依頼 9件 

② 前回理事会 4/17報告から 6/11まで、掲載依頼 3件、削除依頼 2件 

③ 総会 6/11から 7/17まで掲載依頼 6件、削除依頼 1件 

・技師連盟関係 

① 次期中部圏ブロック長が静技連に打診があり受託した。 

② 連盟加入・自民党員の加入促進をした。 

・その他 

① 災害時緊急連絡対応について 

静臨技の災害時緊急連絡網は引き続き携帯端末のメールを利用する。 

メールグループに理事も登録してもらい、当面運用するが今後別の連絡方法も検討する。 

② 定款（細則）追加修正について 

組織部運営規定第 12条及びホームページ規定において、ホームページ委員をホームページ

委員会に変更することが承認された。 

3） 広報部（髙林広報部長） 

① 会報の投稿者推薦担当理事の輪番表基に実施することとなった。 

② 静臨技ホームページ内の「臨床検査技師になりたい方へ」を更新するため、理事施設に依

頼する。                       

③ ホームページ内にコロナウイルス関連情報をわかりやすく掲載できるよう協議する。 

④ 会員名簿がホームページ内で閲覧できるシステムを費用と運用等含め調査する。 

4） 会計部（齋藤会計部長） 

日臨技から会費の入金があった。 

 

9． 事務局（坂根事務局長） 

日臨技よりフェイスシールドが約 100枚送付され、今後研修会等で活用していく。 

 

以上 

  



 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

 

議長  大石和伸 

 

氏名            印 

 

議事録記名人 

 

羽切政仁 深澤邦俊 髙林保行 藤原誠 廣野裕章  

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 


