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令和２年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会 

第 10回理事会議事録 

 

 

日 時   令和２年 11月 12日（木）19時 00分より 20時 00分まで 

場 所   埼臨技事務所 さいたま市浦和区領家７-14-７ 

議 題   Ⅰ．行動報告  Ⅱ．報告事項   Ⅲ．承認事項  Ⅳ．議題 

  出 席  現地にて出席 

（理事）神山 清志  矢作 強志  松岡 優   小山 博史  長澤英一郎 

  山口 純也  神嶋 敏子  松尾千賀子  伊藤 恵子  笹野 勝年 

  松嵜 朋子  石井 直美  神戸 考裕  阿部健一郎  長岡 勇吾 

  長谷川 隆   

      （監事）遠藤 敏彦   

       Zoomにて出席 

     （理事）猪浦 一人  濱本 隆明  菊池 裕子  塚原 晃   久保田 亮 

  飯野 望 

     （監事）細谷 博光 

 

本日の理事会の出席者は 22名であった。理事の出席者は 22名で、現在数 22名の過半数に達し

ており、定款第 33条第１項の決議を行うに必要な要件を満たしていることを確認した。 

   議長は、定款第 32条第 1項より、神山清志会長が務めることとなった 

 

Ⅰ．行動報告 （ 令和２年 10月８日～令和２年 11月 11日 ） 

10月８日（木）令和２年度第９回理事会：神山、矢作、松岡、猪浦、小山、濱本、長澤、 

山口、神嶋、松尾、笹野、塚原、松嵜、石井、神戸、 

阿部、長岡、久保田、長谷川、遠藤、細谷 

    10月８日（木）事業部会：長澤、伊藤、笹野、塚原、松嵜 

    10月 16日（金）第 48回埼玉県医学検査学会第 13回実行委員会：神嶋 

    10月 17日（土）日臨技予算実績管理委員会：神山 

    10月 19日（月）県とＰＣＲ関連の打ち合わせ：神山、猪浦 

       10月 21日（水）日臨技支部学会調整会議：神山 

       10月 27日（火）日臨技人事委員会：神山 

       10月 29日（木）日臨技共済制度委員会：神山 

    10月 30日（金）第 49回埼玉県医学検査学会第 1回実行委員会：神山、神嶋、飯野 

    11月４日（水） 生涯教育プログラム 12月・1月分の行事登録:長谷川 

    11月７・８日（土・日）日臨技検体採取指定講習会：神山 

    11月９日（月）埼玉県公衆衛生大会：神山 

    11月 10日（火）日臨技人事委員会（臨時）：神山 

 

Ⅱ. 報告事項    

   １ 事務局 

    （１）10月３日（土）、Zoom会議導入における確認会議が開催された。（別紙資料１） 

（２）10月 19日（月）、埼玉県感染症対策課と PCR研修に関する打合せを行った。また、埼玉

県医療整備課長名で研修会実施の依頼書を受領した。（別紙資料２） 

（３）臨床検査技師に対する PCR 検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修の進捗。

PCR検査研修会を 11月 23日（月）、12月 20日（日）、１月 17日（日）に各定員８名で

募集。検体採取は 11月 25日（水）、12月３日（木）、12月 17日（木）、12月 24日（木）

で、定員２人で募集。追加の受講者も上記の日程で対応する予定。 

    （４）10月 30日（金）、埼玉県臨床工学技士会より、県民公開講座の名義後援依頼が送付され、
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承諾した。 

 

２ 総務部 

（１）「埼臨技だより」第 498号 11月 15日（日）発行予定。     

 

   ３ 事業部 

    （１）10月８日（木）事業部会を開催した。（別紙資料３） 

（２）10月 30日（金）検査と健康展中止のチラシが浦和駅周辺の 21,000世帯への新聞折込が

完了した。 

 

４ 学術部 

（１）12 月からの研究班オンライン研修会運用についての周知文をホームページへ掲載した。 

（２）10月 23日の一般検査研究班研修会の参加人数を開催会場の定員緩和に伴い募集人数 

プラス研究班員と増加修正した。 

（３）第 1回編集会議（メ－ル会議）を開催した（別紙資料４） 

（４）埼臨技会誌 NO.2 （ 10月末入稿 12月 15日発行）の入稿・発行について三役承認で 1ヶ

月延長とした。 

 

５ 精度保証部 

   特になし 

 

６ 会計部 

（１）令和２年度正会員費８名 40,000 円、入会金７名分 7,000 円、再入会金 1 名分 1,000

円、合計 48,000円の入金があった。 

（２）日臨技より生涯教育推進事業研修会助成金 50,000 円×２、合計 100,000 円の入金があ

った。 

（３）石井印刷へ、埼臨技だより第 497号印刷代 93,570円、学会特集号仕分費 33,484 円、 

封筒角２号印刷費 60,500 円を支払った。 

（４）極東製薬工業（株）から疑似便の特許権等の譲渡対価として 303,409円の入金があった。 

（５）スズケンから精度管理調査試料代として、889,482円の入金があった。 

（６）NEC ネッツエクスアイ㈱ へ Zoom ライセンスサービス料として 121,440 円を支払った。 

 

７ 精度管理委員会 

（１）10月 27日（火）、埼玉県医師会精度管理調査速報値を埼玉県医師会 HPおよび埼臨技 HP

へ掲載した。 

 

８ 一都八県会長会議 

       特になし 

 

９ 日臨技関甲信支部 

   特になし 

 

10 日臨技 

 （１）日臨技診療報酬対策委員会が９月 19日（土）に開催され、各都道府県から協力を得た診

療報酬の加点・増点要望のアンケートについて取りまとめを行った。 

 

11 第 48回埼玉県医学検査学会 

（１） 10月 16日（金）、第 48回埼玉医学検査学会第 13回実行委員会が開催された。 

（別紙資料５） 
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   12 第 49回埼玉県医学検査学会 

    （１）10月 30日（金）、第 49回埼玉医学検査学会第１回実行委員会が開催された。 

（別紙資料６） 

 

Ⅲ. 承認事項 

事務局 

  １ 会員動向 (令和２年度分)               令和２年 11月１日現在 

    会員数 3,259名［令和元年度会員数  3,144名］ (新入会員 215 名) 

    賛助会員 78社［令和元年度 81社］ 

    承認された。 

  ２ 令和３年２月の理事会の開催日の変更について 

    令和３年２月 10日（水）に変更したい。 

    承認された。 

 

   総務部 

  特になし 

 

事業部 

３ 令和３年度日臨技「全国検査と健康展」の会場について 

例年同様浦和コルソ１階コルソ通りとしたい。 

    承認された。 

 

学術部 

  特になし 

 

精度保証部 

    特になし 

 

  会計部 

    特になし 

 

  精度管理委員会 

    特になし 

 

  第 48回埼玉県医学検査学会 

  ４ ネームカードについて 

    上記の件について、神嶋理事より発言があり、審議の結果、事務所にあるネームカードを使

用し、回収はしないこととした。今後の技師会行事で使用する場合はその都度、必要分を購

入することで承認された。 

 

  第 49回埼玉県医学検査学会 

  ４ 開催形式について 

    上記の件について、神嶋理事より発言があり、審議の結果、会場のキャンセル料の発生につい

て確認後、会場形式にするか Web形式にするか決定する。会場キャンセル料の期日によっては

会場キャンセルと web開催について三役承認とすることで承認された。 

 

 

Ⅳ. 議題 

事務局 

    特になし 
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総務部 

    特になし 

 

事業部 

  特になし 

 

学術部 

  １ オンライン研修会での生涯教育点数付与基準 

   上記の件について、長岡部長より発言があり、審議の結果、1時間未満の研修会参加について 10

点の付与 1 時間を超える研修会について 20 点付与することとした。4 月 1 日より運用を開始とす

る。 

 

精度保証部 

    特になし 

 

会計部 

    特になし   

 

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。 

 

 

 

     令和２年 11月 12日 

              

         

議   長   神 山  清 志  印  

（代表理事） 

 

監   事   遠 藤  敏 彦  印  

 

 

監   事   細 谷  博 光  印   

 

 


