
令和 4 年度 

第 3 回常務理事会議事録 【WEB 会議】 
（公社）大分県臨床検査技師会 

 
 日時 ：令和 4年 8 月 24日（水） 18：30～20：30 
 場所 ：WEB 会議（Zoom） 
 出席者：丸山、山下、宮本、濱野、渡部、矢野、三浦、立川 
 欠席者：なし 
 
[1]報告事項 
 1）各部報告 
  ①会長 
 ＜経過報告＞ 

・7 月 28日（木）施設連絡責任者会議（72名参加） 

・7 月 31日（日）大分県リハ・大分県地域リハ合同研修会（参加者：40名程度？）    

・8 月 7日（日） 大分県薬剤師会 安東会長叙勲受賞祝賀会 → コロナにより日未定延期 

・8 月 23日（火）タスクシフト実技講習会中止（延期）案内 

・参議院選挙に関わる日臨技の対応 

 

＜今後の予定＞ 

・8 月 25日（木）令和 4年度第 3回大分県臨床検査データ標準化事業実務委員会 

・8 月 27日（土）福岡県臨床衛生検査技師会創立 70周年記念式典（祝電のみ） 

・9 月 4日 （日）新人研修会 

・9 月 11日（日）大分県理学療法士協会創立 50周年記念式典・講演会 

・9 月 22日（木）日臨技理事会事前レク 

・9 月 24日（土）日臨技役員勉強会、第 4回理事会、理事研修会 

・10月 6日（木）-8日（土）IFBLS 2022（韓国） 

・10月 9日（日）RFL、日田健康祭り 

・11月 22日（火）日臨技理事会事前レク 

・11月 23日（水）日臨技第 5回理事会   検査と健康展 
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 ③事務局 
［報告事項］ 
九臨技（九州支部） 
・令和 4年 8 月 27 日（土）14:00~15:00 （一社）福岡県臨床衛生検査技師会創立 70 周年 
・令和 4年 11月 4日（金）九州支部連絡責任者会議（丸山、宮本、山下、立川） 
・令和 4年 11月 5日（土）6日（日）2022 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 56 回） 
 
大分臨技 
・役員登記完了 
・大分県役員あて施設長宛委嘱状の発送終了 
・常務理事・理事パソコン（回収済み 予備 2台あり） 
・7月 28日（木）施設連絡責任者会議 72 名参加？ 
・8月 28日（日）第 2回タスクシフト実技研修会 中止（延期） 
・9月 11日（日）（公社）大分県理学療法士協会 創立５０周年記念公開講演及び記念式典 
        丸山会長出席 
 
事務所設立・技師連盟 
・事務所設立に関して（継続審議） 
  一般会員への事務所建設業者公募に対し、2名の技師より連絡をいただき従来よりお願い  
  していた 4 社に加え、6社が候補となった。しかし、2 社が辞退し以下の 4 社より提案い

ただくこととなった。 
    ・柴田産業 ・首藤建設 ・スズキハウス ・江藤産業 
・連盟事業活性化への取り組み（継続審議） 
  日本臨床検査技師連盟 滝野事務局長より九州各県担当者に対し九州地区ブロック長 

選出の依頼があった。 
 
 ④学術 

1） 研修会申請について 
申請のあった以下の研修会についてすべて承認された。 

・生物化学分析部門 ・病理細胞部門 
  ・臨床一般部門   ・臨床生理部門（日臨技助成金対象） 

2） 新人研修会について 
９月 4 日（日）9：30～13：00 web形式にて実施。 

 
 ⑤経理 
   8月 9日に予定されていた監査が新型コロナウイルスの影響により中止となった。 
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 ⑥組織 
連絡・討議・確認事項・要望 
1．地区委員の役割分担に関して 
・役割分担名簿のお願い 
各地区決定次第メールで報告お願いします。 
  ・企画担当の件（渡部企画部長より） 
    県内での各行事を開催するにあたり、企画部が理事 2名で人員不足のため地区理事、 

地区委員に協力をお願いしたい。 
    レクリエーション(会員との交流会、オンライン上)を開催計画中。 
    企画部、企画担当が計画したものは組織部の協力が必要。 
    動員等必要な場合は組織部全体で協力する体制作りを。 
2．技師会誌の投稿に関して 
・県南・豊肥地区より 1題投稿予定。 
・西別府病院(別杵地区)が施設紹介について投稿予定。 
・中津胃腸病院(県北地区)より新人紹介について投稿予定。 
・県西からも新人紹介について提出済み。 
3．各地区の地区活動の進捗状況について 
・大分地区 

第 1回研修会について会議を実施。 
資格取得について、取得者の座談会(取得方法や資格を活かす方法など)。 
課題：資格の種類(認知症の資格など)や有資格者の把握。 
日臨技に有資格者の名簿あり(ただし日臨技以外の学会資格は把握困難)。 
資格取得後 5年以内の若い方に講師をお願いできれば。 

・別杵地区 
  メール会議を実施。 
  地区合同講演会をメインに開催予定。 
  前回の講演会の続き、アンケート調査(技師会への要望)討論会で 2時間程度。 

その後、地区合同公演会の後に企画部主催(交流会)は開催可能か。 
  研修会名を合同地区討論会にしてはどうか(講演会であれば、講演を入れた方が 
  良いと思われます)。技師連盟の話を持ってくるかは要検討。 
・県西地区 
  勉強会(超音波、ABI、技師会精度管理調査の心電図の解説)を計画中(日時等は未定) 
  症例検討形式(腹部・心臓超音波)、新人向けにデータの見方(ABI) 
   オンデマンド配信もお願いします。 
   技師会精度管理調査の心電図の解説は 12 月にある報告会以降にお願いします。 
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・県北地区 
技師会精度管理調査の心電図の解説 
→ZOOM では詳細な波形を読むのが困難と思われるので事前配信しておく。 
検査データ(血液など)の見方、症例検討。 

・県南・豊肥地区 
地区委員含めて検討中(地区会員の希望も考慮)。 
過去に未開催の分野も視野に検討中。 
今年度 2、3回開催できれば。 

 
  研修会以外でレクリエーションでも構いません(感染状況を考慮して)。 

※レクレーションではなくレクリエーションで、間違いのないように。 
会議は是非 ZOOM を利用してください(山下副会長にスケジューリングお願いできます) 

  理事会やその他会議、研修会と被らないようにお願いします。 
 
3．その他 
・役員のメールアドレス(連絡ツール)の開示について、常務理事会へ確認。 
  至急を要する場合は個人対応でお願いします。 
・県西地区委員の補充の件 
  玖珠に候補者(30 代、女性)がおり、紹介可能です(濱野学術部長経由)。 
・渡部企画部長より 
  地区理事、地区委員は基本ボランティアであり、執行部宛に要望(意見)あれば是非出して

ください(会務のデメリットを無くしていく)。  
・研修会は学術部と連携して企画しても構いません。 
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⑦企画 
1.活動報告  
 7/31 第 19 回大分県地域リハビリ研究会  
 （参加者）丸山会長  

※生涯教育研修 基礎点 日臨技に申請済  
検査技師会の窓口が確定していないため技師会会員の参加者を把握出来ていない  

  （今後の対応）一斉メールにて自己申告にて参加者の把握をお願いしたい 
  ※第 20 回大分県地域リハビリ研究会より企画部研修会として案内、申込による参加者の 

把握を行う（現地開催の場合は検査技師会受付を設ける） 
 
2.進捗状況 
10/9（日）第 24 回日田市健康福祉まつり（日田市）10：00～15：00 
     ※コロナ感染拡大のため中止、規模縮小の可能性あり、決まり次第連絡があります 
10/9（日）RFL JAPAN 大分（大分市）14：30～17：30 
     開催は昨年度同様にチームテントなし、参加者は事前申し込み 
     今年度は参加人数の制限は行いません。  

※技師会会員への案内をするか？ 
※参加者名簿、セルフウォークについて 

11/23（水）『全国検査と健康展』（大分市）13：00～16：30 
      （検査医）兵庫県登録衛生検査センター 山口宏茂先生 日臨技より連絡あり  

※開催場所について    
iichiko 総合文化センター、大分銀行会議室、ホルトホール、コンパルホールなど 
明野アクロス、竹町商店街、大分市以外の場所など 

 
3.予定 
レクリエーション企画、検査と健康展後援申請について企画部と組織部地区委員企画担当者
と検討会を 9月に zoom会議にて行う 

 
4.その他 
 大分県保健医療団体協議会（医団協）      
令和 4 年度『元気フェア』中止に伴う代替の企画案について 
【趣旨】 
今回は私どもも、人を集めないで行う、初めての企画となりました。 

クロスワードを親子で解いたり、答えを出すために検索したりすることで、興味関心を持って
いただき、理解していただくきっかけになればと思います。医療団体の皆様にもご協力いただ
き、ロングスパンで福祉・医療への理解のきっかけづくりにできればと思います。 
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 【クロスワードについて】 
・医療団体ごとに４問提出していただきたいと思います。 
※できれば各団体の特徴となるキーワードやイメージしやすい単語がよい 
※問題ごとの組み合わせは研修センターがおこないますので、問題と答えをセットに作成 
・答えとなる文字は３～６文字以内でお願いします。 
・クロスワード問題の提出期限は８月２３日（火）とする。 
 
【職業紹介：クロスワードの企画の流れ】 
1)当会の各団体より、クロスワードの問題、解答の作成。 
 2)大分県民の対象者へ、クロスワード付の葉書を送付。 
  ※対象者がどの様な方なのかは現在不明。今後確認しご連絡いたします。 
 3)対象者に葉書が送られて来たら、クロスワードを回答、研修センターに送付。 
  ※クロスワードの回答をする際に、各団体のホームページ等を確認(アクセス)しないと 
   答えられない様な問題にすると職業を周知にもつながるかと思います。 

4)抽選で様々な景品が当たる。 
※景品準備のため、対面でのげんきフェアの時と同じ額を当協議会から研修センターへ支
払います。 

 
その他）・実施期間：10月～12 月までの間で実施（準備次第で変更あり） 
・保健福祉団体協議会としては、クロスワードの問題と解答の作成を行う。 
・葉書や景品の送付などは研修センターが行う。 
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[討議事項] 
 1）『ポケットWifi』の更新について 
   使用状況の調査を実施し、変更を予定。     
 2）認知症ワーキンググループについて 
   認知症予防啓発活動について９月 1日より当会ホームページをオレンジ色に変更、 
   バナーの貼り付けを行う。 
 3）ホームページリニューアルについて 
   リニューアルに伴い会員へ向け掲載希望内容についてのアンケートを行う。 
 4）70 周年記念式典について 
   2023 年夏に実施予定。 
 5）顧問への挨拶について 
   技師会顧問をお願いしている高橋先生、加島先生への挨拶を行うに伴い 
   日程調整を行う。 
 6）タスクシフト実技講習物品管理について 
   物品の保管を日本文理大学で行うに伴い、佐藤監事に保管をお願いしている 
   物品を移動させる（日程調整中） 

7） 研修会終了後の報告書書式について 
  研修会報告書提出者が研修会参加者人数と比較して少ない為、報告形式を簡素化 
  Web研修終了後に表示する、グーグルフォームを使用する等検討する。 

 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請・承認＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
         

10 月 29日（土） 臨床生理部門研修会 「心エコー図（仮）」 
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

次回開催 9月 28日 （水） 
 
     議事録作成         立川 良昭   印 
 
     議   長         山下 広光   印 
 
 
 

 


