
令和 3年度 2月(第 5回) 理事会議事録 

 

日 時 :令和 4年 2月 9日(水) 19:00～20:10 

本会議場および Zoomによる Web参加 

出席者 : （会場）ナースプラザ福岡 3F 301研修室 

 副 会 長    外山洋子 

運営理事    坂本徳隆、木村賢司、新田誠、佐藤房枝、田代恭子、 

     監  事    柳本孝子 

書  記  堀田飛香、市丸加奈子 

事 務 局    金子千代美 

 

（Web） 

会  長  西浦明彦 

副 会 長  倉重康彦 

総務局長  池上新一 

  運営理事  荒木敏造、緒方昌倫、加藤康男、生田幹博、大久保文彦、長谷一憲 

     監  事  北里謙二 

 

 

【議 事】 司 会   西浦会長        

 会長挨拶 

   コロナの感染が広がっていて大変でしょうが、3月も今まで通りの対策で行きます 

 

◇議 題 1. 福臨技のコロナウイルス感染症対策（３月以降）について   会長 西浦 

       3月以降も現在同様の対策とする 

 

2. 次年度会員名簿の作成について            広報・情報 緒方 

 ・電子化へ向けて検討したい 

 ・今までの冊子のイメージでPDF化するか、検索機能を加えるか 

 ・コストの説明 ⇒ 電子化と冊子共に年間100万程度 

 ・ID、パスワードのセキュリティをどうするか 

 ・佐賀県や愛知県等既にHPへ掲載している県へ話を聞いてみてはどうか 

 ・更新時期はいつにするか 

  ⇒電子化に賛成多数。電子化へ向けて緒方、荒木理事を中心に電子化委員 

   会を立ち上げて進めていくことにする。R4年度の予算に計上する 

 

3. 令和４年度事業計画について               会長 西浦 

  提出してもらった原稿で修正、加筆があるので、もう一度見直して2月15 

  日までに再提出をお願いします 

 



4. 表彰審査委員会報告                   会長 西浦 

 ・会長表彰：各地区2名 県知事表彰：2～3名 功労賞（在籍50年以上） 

 ・表彰は、70周年記念式典で行う 

 

5. 70 周年記念式典について             運営理事 生田・加藤 

 ・2月28日に第三回の会議 

 ・記念誌 ⇒ 分担して進めている 

 ・式典についてホテルとの打ち合わせ（予算等細かく） 

 ・前もって日程は知らせているが、4月には招待状を送れるように準備する 

 

6. 第31 回福岡県医学検査学会について          筑後地区 田代 

 ・学会テーマ「とどけコ・コ・ロへ」 

 ・抄録締め切りは2月いっぱい。一般演題の応募がないので理事の方お願い 

  します 

 ・事前申し込み受付 3月1日より 

 

7. 日臨技九州支部医学検査学会について           副会長 外山  

 ・特別講演、文化講演、福臨技企画2つ決まっている 

 ・予算書作成 参加者1350名 企業展示 60コマ 予算総額 約2,040万円 

 ・学会ポスター完成 各県の必要枚数がわかったら印刷 

 ・HP トップページは完成している。近日中にアップする 

 ・開催形式は、GW明け2週間後位に検討する 

 

8. タスクシフト講習会について                企画 木村 

 ・2月19日開催予定であったが、コロナ蔓延防止のため4月23日へ延期 

 ・受講者は全て4月へスライド。その日受講できない人は個人でキャンセル 

してもらう 

      ・講師の野明先生が、佐賀県の講習会も担当するので調整が必要 

 

9．九州支部第1 回支部内連絡会議について           副会長 外山 

 ・2月5日 WEBで開催され、各県から活動報告があった 

   ＜幹事会報告＞                     会長 西浦 

 ・沖縄県から、九州学会の報告 

 ・タスクシフト研修を県単位ではなく、人数が集まらない県もあるので合同 

で開催出来ないか、との要望があった 

      ・福岡県と大分県は理事を降り、福岡県の幹事に倉重副会長を推薦 

      ・佐藤九州支部長が今期で引退 ⇒ 時期支部長は福岡県の幹事が担当 

      ・来期、学術部門長9名全て交代予定。希望分野を検討し各県1名ずつ選出 

福岡県は、他県が出来ない2分野の分野長を推薦する 

      ・研修会に関する会議費用の捻出方法を明確化する 

          



10. 各部報告 

●管理・運営（荒木） 

◇発送文書／ 

叙勲申請について（お願い） 

第31回福岡県医学検査学会における講演依頼について 

タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定実技講習会 実務委員依頼 

令和3 年度 福臨技 臨床血液部門研修会 講師依頼および派遣依頼について 

新型コロナウイルス（COVID-19）感染対策への福臨技の1 月14 日（木）以 

降の方針について 

２月（第４回）運営理事会開催のお知らせ 

令和３年度 福岡県臨床一般検査部門研修会 講師依頼および派遣依頼について 

◇ 2021 年度会費納入数／3，473 名 

（新入会：146 名 再入会：12 名）1 月末現在 

2021 年度運営資金納入者／174 名（新：146 名 転：28 名）1 月末現在 

地区別集計（新入転入会合計数）福岡80 名、北九43 名、筑後41 名、筑豊9 名 

他県重複加入 １名（神奈川県） 

 

●財務管理部長（加藤） 

1 月の会計報告 

会長より：各地区予算が残っているようだが、必要な物を買って欲しい。 

地区で10万円以上の品物が必要な時は、県から購入してもらい、 

地区へ移譲する形をとって下さい。 

     10万円以上の備品は、減価償却の管理が必要なため 

令和4年度福岡県臨床衛生検査技師会の予算について 

 ・70周年記念事業費300万円が計上されているので、赤字予算になっているが、 

会計事務所へ確認したところ、これでよいとのことであった 

 

●学術部長（大久保） 

1）WEB 研修会開催状況 ⇒ WEB研修は盛んに 

 

●精度管理（坂本） 

他団体試料分与について ⇒ 承認 

2 月5 日精度管理研修会実施 38 名回答 

会長より：今回、開催の案内が遅かったので、今後は開催の一か月以上前には 

     案内をしてください 

2 月26 日：九州ブロック血液センターにて血清採取作業2～3 名で予定 

 

●広報・情報管理（緒方） 

◆発送作業予定： 2022 年3 月下旬、会誌ふくおか3 月号・九州支部学会チラ 

シ・ほか 

※ 会誌ふくおか3 月号の投稿締め切り： 2 月15 日（火） 



※ 尚、事業計画については、各部長は2/4 までに池上総務局長へ提出（締切 

ました） 

◆令和3年度 第2回福岡県がん診療連携協議会/地域連携・情報専門部会 

2022 年1 月19 日(水)、WEB 会議 

（当日九州中央病院で新型コロナクラスター対策業務発生の為欠席） 

◆賛助会へ令和4 年度の「会誌ふくおか・広告掲載案内」「賛助会会員会費納 

入依頼」（別紙）を発送予定（会誌ふくおか広告掲載料を変更）⇒ 承認 

 

●企画運営（木村） 

2/19 第1 回 福岡県臨床衛生検査技師会タスク・シフト/シェア講習会延期 

災害対策マニュアルホームページ掲載 

 

●公益事業部長（生田） 

・福岡県医師会主催 

「県民健康づくりセミナー（オンデマンド配信）」参加 

テーマ：「検査で健康に！生活習慣病予防のために」 

池田 悠悟 技師（福岡大学筑紫病院） 

＊福岡県医師会公式YouTube にて2 月中の配信予定 

 

11．各地区報告 

●福岡地区（新田） 

 ・3月10日事務局会議 学術部門に来期の予定を提出してもらう予定 

 

●北九州地区（佐藤） 

【会議開催状況】 

2022/1/20 第8 回北九州地区三役会議 (美萩野臨床医学専門学校) 

2022/1/26 第5 回北九州地区運営委員会 (WEB 開催) 

【研修会の開催】 

2022/2/8 輸血細胞治療部門勉強会（19：00～20：00）WEB 開催 

「抗CD47(Hu5F9 G4)が輸血検査に与える影響とその対処法について」 

（株）イムコア マーケティング学術部 丸本 宗正 氏 

2022/2/9 臨床生理部門勉強会（18：30～19：30）WEB 開催 

「明日から役立つ！ルーチン心エコーの撮り方」 

小倉記念病院 富山 ひろみ 技師 

【今後の予定】 

2022/3/4 血液検査部門勉強会（18：30～19：45）WEB 開催 

② 血球探訪：赤血球形態を1 つずつ深めよう・標的赤血球（形のヒミツ） 

② 血液疾患症例を学ぼう！ 

 

●筑後地区（田代） 

第31 回福岡県医学検査学会について 



第3 回実行委員会（WEB）1 月17 日（月）18：30～19：20 

第4 回実行委員会（WEB）1 月31 日（月）18：30～19：15 

 

●筑豊地区（長谷） 

病理細胞部門・遺伝子部門 合同勉強会2022 年 2 月 4 日（金）18 時30 分 

【テーマ】「検査センターに聞く肺癌遺伝子検査」 

 

12．その他 

◇共催申請 0 件 

◇後援依頼 2 件 

○第６回臨床検査研修会 

（2022.3.12web 開催／公益社団法人 福岡県病院協会 臨床検査部会）⇒ 承認 

○第26 回北九州認定記念講演会 （2022.3.5web 開催） ⇒ 今回は承認 

 

その他 

令和4 年度定時総会について              総務局長 池上 

・5月28日（土）ナースプラザにて開催 

・3月4日までに各部報告を提出してくいださい 

・各地区の研修会はわかる範囲で記載し、参加人数は4月4日までに 

・議長は筑後地区と筑豊地区 資格審査委員は各地区1名と理事1名を3月9日の 

 理事会までに報告をお願いします 

 

事務局より 

・ナースプラザの外壁・外構改修工事のため、3月～5月末まで敷地内に駐車出来 

なくなります。近隣の駐車場の利用をお願いします。（別紙案内有） 

 

 

 

 

 

 議事録作成 令和 4年 2月 19日 

外山洋子 

 

 

    議事録署名 

    

  

              印           印           印 

 

 


