
 

 

令和 4年度 

（一社）静岡県臨床衛生検査技師会 

第６回理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和 4年 11月 12日（土） 

 14時 00分～午後 16時 00分 

場所 WEB開催 

 

  



令和 4年度（一社）静岡県臨床衛生検査技師会 第６回理事会 

 

 

日 時 ： 令和 4年 11月 12日（土） 14時 00分～16時 00分 

 

場 所 ： WEB 開催 

 

出席者 ： 現在役員数 20名（理事 18名・監事 2名） 

髙林保行 羽切政仁 深澤邦俊 鈴木秀明 山下計太 原宣紀 髙橋詩帆  

石井浩崇  久留島幸路 平澤英典 直田健太郎 坂根潤一 齋田英之 前澤圭亮 

岩崎佐知子 齋藤晴義 須田達也（監事）鈴木篤（監事）松浦 裕（書記） 

（19名／全 20名中 うち理事 17名／18名 監事 2名／2名）※敬称略 

欠席者 ： 加茂川暢彦 

 

 

 

議長及び議事録署名選出 

 

議長      髙林保行  

議事録記名人  羽切政仁 深澤邦俊 鈴木秀明 鈴木 篤 須田達也 

  



報告事項及び議題 ※敬称略 

1 

2 

前回議事録確認 

日臨技・中臨技関連 

 （坂根） 

（直田） 

3 

4 

5 

第 60回中部圏支部医学検査学会 

減塩低カロリープロジェクト 2022 

メディメッセージ 2022 

 （羽切） 

（山下） 

（髙橋） 

6 各部報告・審議項目 

・学術部 

・組織部及び連盟 

・広報部 

・会計部 

 （各部局長・理事） 

（羽切） 

（深澤・松浦・石井） 

（鈴木） 

（齋藤） 

 ・その他   

 

  



【報告事項及び議題】 

 

1. 前回議事録確認 

第 4回、第５回の議事録確認を行った。 

 

2. 日臨技・中臨技関連 

「教育協議会目標施設」または「臨地実習指導者講習会の修了者が１名以上いる施設」 

において、未受講施設の報告があった。 

 

3. 第 60回中部圏支部医学検査学会 

  第 60回中部圏支部医学検査学会終了報告があり、東中西支部長へ未受講施設への受講 

  勧奨の要請があった。 

 

 

報告事項 

１）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にて 

開催された。オンデマンド配信は 2022年 11月 30日まで配信 

２）「中高生進学セミナー」は、学生 20数名および父兄の参加があった。 

３）一般演題は 116演題あり、前回の演題数を上回った。 

４）学術奨励賞は選考委員会（53名）により、上位 3名が候補にあげられた。 

  受賞者の人数制限はないので 3名でよいか？ →承認 

５）現地参加人数は 644名以上であった。 

６）総参加人数は 1083名であった。 

７）収支は 12月位の報告になります。 

８）オーソの入金は未入金なので、オーソを見かけたら声かけお願いします。 

９）次回開催に向けて、髙橋理事より、当日の企業の受付に戸惑ったので、事前登録しておけばス

ムーズになるのではないか。 

 

4. 減塩低カロリープロジェクト 2022 

 

１）2022年 11月 27日（日）浜松医師会館にて開催 

２）2022年 11月 14日（月）19：30より委員会を開催。3名出席予定。 

３）技師会としては、尿検査・血糖値・血圧測定を行う。 

４）参加者、担当リストは資料参照。尿検査は男女 3名ずつ配置。 

  血圧測定は学生にし、侵襲性を伴う血糖値は技師が担当する。 

５）名札はどうするか？ 



  →各自施設の名札を持ってくるようにお願いする。 

６）参加者の行動費申請書を作成する。 

5. メディメッセージ 2022 

 

１）2022年 11月 26（土）～27日（日）10：00～16：30 キラメッセ沼津にて開催 

  協賛運営・事務局は協和医科 

2）担当割り振りは資料参照。 

3）昼食は協和医科が用意する。昼食時間は各セクションごとに取ることとする。 

4）ゴミ袋・アルコール等は協和医科が準備する。 

5）宿泊は静鉄ホテルプレジオ沼津を予約した。ホテル情報は宿泊者に後日メールする。 

6）県民割りを使用するため、宿泊者はコロナワクチン 3 回終了もしくは PCR 陰性の証明書を持参する。

（コピーでも写真でも構わない）また、個人情報がわかるもの（免許書など）も持参する。 

７）名札・ビブス（メディメッセージ：38 着 減塩：25 着）は準備します。 

ビブスが足りない場合、学生は白衣とする。 

 

6. 各部報告・審議 

 

1） 学術部（羽切学術部長） 

 

1. 報告事項 

 

1） 研修会申請・生涯研修登録 

① 開催申請 

20221210 第 1 回 染色体遺伝子部門研修会（Web 型） 

20230114 第 1 回 臨床微生物部門研修会（Web 型） 

20230211 第 2 回 生物化学分析部門研修会（集合型） 

20230212 第 22 回 静岡血液フォーラム（集合型） 

 

② 終了申請 

20220820 第 2 回 臨床生理部門研修会（Web 型） 

20220827 第 1 回 生物化学分析部門研修会（Web 型） 

20220903 第 1 回 病理細胞部門研修会（Web 型） 

20220910 第 1 回 臨床一般部門研修会（Web 型） 

20221022 第 3 回 臨床生理部門研修会（Web 型） 

 

2） 令和 4 年度静岡県衛生検査所精度管理専門委員会 



   資料 P13～19 参照 

3） 令和 4 年度衛生検査所精度管理責任者等研修会の開催について 

 資料 P19～21 参照 

 浜松で開催の場合は平澤理事より報告する。 

4） 令和 4 年度精度管理調査オンデマンド報告会について 

   資料 P22 参照 

   理事も申し込みが必要。 

 

２．審議事項 

 

1）令和 5 年度静岡県臨床検査精度管理調査設定費用について 

  資料 P23 参照  承認された。 

 

３．協議事項 

 

1）静岡医療科学専門大学校における臨地実習前技能到達度評価に対する外部評価者 

 （臨地実習指導者講習会修了者）選定について 

   まずは、技師会としてやっていくかを今後検討する。 

   反対的な意見はなく、協力していく方向で検討する。 

2）Web ミーティングシステムの変更について 

  Webex から zoom に変更したい。次回更新時に検討するが、反対的な意見なし。 

 

２）組織部及び連盟（深澤組織部長、松浦理事、石井理事） 

 

１．報告事項 

 

１）会員名簿について （深澤） 

   ・中北便 10 月 13 日、ヤマト便 10 月 17 日 送付完了 

    

２）各種表彰について（深澤） 

 

【令和 4 年度公衆衛生事業功労者候補者の推薦依頼について】 

静岡県健康福祉部医療政策課あて報告期限が、2022 年 9 月 5 日（月）    

⇒ 調査依頼（8/31 まで）⇒ 候補者なし 

 

【令和 4 年度社会貢献者表彰候補者の推薦依頼について】 



静岡県健康福祉部医療政策課あて報告期限が、2022 年 9 月 8 日（木）    

⇒ 調査依頼（9/2 まで）⇒ 候補者なし 

 

【日臨技貢献賞（個人）（対象：前年度都道府県技師会の会長を退任した者）の推薦について】 

    日臨技へ推薦書の提出（前会長：大石 和伸氏を推薦） 

 

【黒住医学研究振興財団 2023 年度「福見秀雄賞」「小島三郎記念技術賞」推薦依頼について】 

    案内のみ 締め切り 2022 年 12 月 31 日 

 

３）会員の異動について （深澤）  

   ・令和 4 年 8 月分の異動確認済み ⇒ メール承認 ⇒ 静臨技会報 10 月号に掲載 

   ・令和 4 年 9 月分の異動確認済み ⇒ メール承認 ⇒ 静臨技会報 11 月号に掲載予定 

   ・令和 4 年 10 月分の異動確認済み ⇒ メール承認⇒ 静臨技会報 12 月号に掲載予定  

 

４）求人情報掲載について （松浦） 

・前回理事会報告 8 月 31 日から 10 月 12 日まで  ⇒  掲載依頼 ４件    

削除依頼 １件 

    

５）技師連盟関連、活動報告 （石井） 

   特になし。  

 

２．審議事項 

 

１）臨床衛生検査業務功労者の厚生労働大臣表彰実施について 

  募集要項：50 歳以上、免許取得 20 年以上経過、静岡県推薦枠 2 名 

  選出方法について  

応募締め切り 12 月 15 日 

 

→選考委員（会長・副会長・常務理事）を作る。 

理事の中で推薦したい人があれば連絡する。 

     

２）70 周年記念式典について 

  日臨技の創立 70 周年記念式典が令和 5 年 6 月 24 日に予定されている 

  行動制限はよほどのことがなければ発令されないと思われる 

   

  →式典の実施については多数決の結果、実施する方向で考える。 



   総会の開催日と合わせて同時に実施していく。（2023 年 6 月 10 予定） 

 

 

３）会費免除対象者について 

  名誉会員：これまでの 2 名に加え横地さんを加えるか 

      →横地さんについては定款が名誉会員は この法人に顕著な功績があった者又は学識

経験者で、理事会の推薦に基づき総会にお いて承認されたもの となっているため

来年度分の登録は見送り、総会において承認された次年度から名誉会員の登録を

する。 

 

  減免  ：被災により日臨技会費の減免を受けた方から静臨技会費を徴収するか否か 

       →現在承認を取っている最中ですが今年度は理事承認にて減免、来年度以降は定款 

に追加の予定。 

3）渉外広報部（鈴木渉外広報部長） 

 

１．報告事項 

  1） 静臨技ニュース 9 月号 会員へ配布 ホームページ掲載 

     トップページ 熱中症予防×コロナ感染予防 

2） 静臨技ニュース 10 月号 会員へ配布 ホームページ掲載 

  トップページ 日臨技中部圏支部医学検査学会（第 60 回）開催案内 

          オンデマンド配信予告 

  3） 静臨技ニュース 11 号 印刷依頼  ホームページ掲載 

     トップページ 日臨技中部圏支部医学検査学会（第 60 回）終了報告 

  4） ホームページ 研修会・講演会案内を随時更新 

  5）静臨技ニュース トップページ担当変更 （資料 P27 参照） 

     トップページ作成は広報部 4 名で担当していますが、1 月号については会長の年頭挨拶

をトップページに掲載するため 1 月は高林会長担当として広報理事の順番を変更した。 

 その他 

  1. 11 月開催予定のメディメッセージ 2022、減塩・低カロリープロジェクト 2022 の活動風景

の写真撮影を各イベントに参加する理事はお願いします。 

  

4）会計部（斎藤会計部長） 

1．会費の送金についての報告  

報告事項 

日臨技から下記のごとく送金されたことが報告された。 

①令和 4年 8月締め分、会費・入会金あわせて 27,000円 



②令和 4年 9月締め分、会費・入会金あわせて 16,000円 

③令和 4年度「日臨技生涯教育推進研修会」 

2022/08/06令和４年度第一回血液部門 Web型研修会 50,000円 

2022/08/27令和４年度第一回生物化学分析部門 Web型研修会 50,000円 

2022/09/03令和４年度第一回病理細胞診部門 Web型研修会 50,000円 

2022/09/10令和４年度第一回臨床一般部門 Web型研修会 50,000円 

 

 

5） その他（髙橋常務理事） 

 

中北便について 

部門や会員の個人的な利用はしないことになっているが一般会員からの利用があった 

ようです。 

→技師会から、再度周知することとした。 

                              書記 前澤 圭亮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

 

議長  髙林 保行 

 

氏名            印 

 

議事録記名人 

 

羽切政仁 深澤邦俊 鈴木秀明 鈴木篤 須田達也 

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 

氏名            印 

 


