
令和 4年度 7月(第 2回) 運営理事会議事録 

 

日 時 :令和 4年 7月 13日(水) 19:00～20:20 

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 303研修室 

 会  長  外山洋子 

副 会 長    大久保文彦 

総務局長  池上新一 

     運営理事    生田幹博、佐藤謙一、牟田正一、木村賢司、嶋田裕史、加藤康男、 

田代恭子、新田誠 、赤池一男、野田哲寛、浦園真司 

     監  事    北里謙二、小山宣輝 

書  記  中島涼 

事 務 局    金子千代美 

（Web） 

副 会 長    倉重康彦 

      参  与  西浦明彦 

欠 席 者    緒方昌倫、市丸加奈子 

 

【議 事】 司 会  総務局長 池上新一           

 

◇議 題  

1. 福臨技のコロナウイルス感染症対策（8月以降）について               外山会長 

2. 理事、各部委員会等について                                      池上総務局長 

3. 令和4 年度新入会員研修会について                                 生田運営理事 

4. 日臨技定時総会出席および理事会報告について                        倉重副会長 

5. 日臨技九州支部内連絡会議報告                                      倉重副会長 

6. 日臨技九州支部医学検査学会（56回）について                        倉重副会長 

7. タスク・シフト/シェアに関する指定講習会について                 木村運営理事 

8. 福臨技70 周年記念式典の進捗状況について                         池上総務局長 

9. 組織運営規程改定について                            池上総務局長 

10. 各部報告                            

11. 各地区報告 

12. その他 

 

 

 

 

 

 

 



◇会長挨拶（外山洋子） 

コロナが急激に増え第 7波に突入しています。職員や家族など身近な人の感染も

増え大変な状況であると思います。皆様も十分に注意されてください。今日もたく

さんの議題がありますが、時間内に終わるように進めていただけたらと思います。 

 

  1．福臨技のコロナウイルス感染症対策（8月以降）について            外山会長 

    現地開催の研修会も増えてきているところですが、これだけコロナが増えてきま

したので、当会としてはWEB開催を推奨したい。現地開催は研修会の会場や参加され

る方々の施設基準に沿って開催をお願いします。研修会への参加を見合わせるよう

な指示が多いようであれば、早めにWEBに切り替える対応をお願いします。理事全員

承認した。 

 

2．理事、各部委員会等について                                   池上総務局長  

  各部会の名簿作成となります。資料にありますが、表彰委員会や役員推薦委員会

委員はすでに決定していますが、その他の空席のところを埋めてもらわないといけ

ない。公益事業部会、女性部会、企画運営部会は各地区より推薦して下さい。発送

とHP委員会については決定済（嶋田運営理事）です。精度管理は今回から試料作製

と解析班と2つに分けて牟田運営理事に人選をお願いする。これに伴い標準化委員会

（基幹施設部会）はなくなります。PCセンターの人選は生田運営理事にお願いする

こととなるが、前任者に確認します。各地区長にはエクセルシートをお送りします

ので、記入後返信をお長井いたします。 

 

3．令和4 年度新入会員研修会について                              生田運営理事 

  すでに案内は届いていると思います。申し込みは7月29日までですので、広報をお

願いします。当日はこちらの会場から発信しますので、ご参加をお願いします。15：

00開始ですので、14：00には集合して下さい。Googleフォームでアンケートを回収

しますので、これを提出いただいた方々が参加者となります。アンケート内容につ

いては修正できますので、ご意見があればお知らせください。 

 

4. 日臨技定時総会出席および理事会報告について                    倉重副会長 

  6月25日に開催された。1～5号議案について審議されすべて承認となっています。

令和3年度の事業及び決算報告、令和4・5年度の新役員56名すべて承認。一般理事の

行動費に関する変更については議案を見てもらえれば分かりますが、WEB開催による

不整合が出たための変更である。参加会員数は在会員数67518人に対し38270人であ

った。例年より5.1％少ない参加となっていたので、宮島会長より各県会長には会員

の皆さんに定時総会に参加を促すようお願いされていた。引き続き行われた理事会

では、会長や副会長、専務理事等を選任しています。支部長、副支部長が第6号議案

として決定し、九州は私が支部長、熊臨技の田中会長が副支部長および学術部長に

選任されました。 

 

5. 日臨技九州支部内連絡会議報告                                  倉重副会長 



  7月9日（土）に開催された。支部学術部門の会議が先に1時間開催された後、連絡

会議が開催された。日臨技の定時総会と理事会の報告がなされた。日臨技の日程で

来年の6月24日は創立70周年・法人化60周年の記念行事が定時総会と同日に行われる。 

 5月20-21日は第72回日本医学検査学会が群馬県にて開催予定。臨地実習指導者講習

会の実施状況、タスクシフト/シェア講習会の実施状況、第56回、57回の九州支部医

学検査学会の進捗状況、各県報告、各県提出の議題報告がなされ、会を終了した。 

     

6. 日臨技九州支部医学検査学会（56回）について                     倉重副会長 

  順調に進んでいるが、展示の募集は8月26日が最終締め切りですが、60コマのとこ

ろ20数コマしか埋まっていません。予算書を再作成しているが、赤字決裁となって

いる状況。7月15日より事前参加受付がスタートする。現地開催で進めているので感

染が治まって1350名に参加して頂ければよい学会が開催できると考えている。一般

演題も107題とこの時期としては良く集まったと考えている。来週20日に実行委員会

を開催するが、内容を絞り込み集中的に行うようにするため、議題がある方のみ参

加いただき議論する予定。必要に応じて会議を開くことも考えている。 

 

7. タスク・シフト/シェアに関する指定講習会について              木村運営理事 

  7月30日に第3回開催を予定している。60名埋っているがコロナのためにキャンセ

ルが出てくることを心配している。講師の先生方にもコロナ感染のリスクがあるの

で、それも考えながら対応していく。8月13日のお盆期間の開催は残り17となってお

り、あと7名の登録があれば開催となります。理事の皆様には8月13日分の登録を進

めていただくようお願いします。9月10日は残り18なので埋まると思います。10月23

日分は8月からオープンにしますが、7、8月分がコロナで開催できなくなると、ここ

にスライドさせなくてはいけなくなってくる。履修済が127名、受講中が298名とな

っているが、履修済みが増えていないような状況なので、こちらに声掛けを行って

いきたいと考えている。 

  倉重副会長より、講師が出せなくなった場合、対応できるかとの問いあり。 

明日にでも講師全員に再確認を取ります。代わりが出来る方も探します。外山会長

より、参加予定者全員にも確認を取るよう指示がなされた。 

 

8. 福臨技70 周年記念式典の進捗状況について                     池上総務局長 

  招待者の案内は発送が終わっています。会員・賛助会員についても発送を行って

いる。返信の締切は7月29日としている。コロナ禍で祝賀会は執り行わず、記念式典

と表彰式となり、表彰は県知事表彰が2名、会長表彰が地区からの合計が8名、執行

部推薦が5～6名で約15名、功労者表彰は1名を代表で表彰予定。全体として1時間程

度を予定している。記念式典の祝辞は県知事、市長、医師会長、日臨技会長、九州

支部長にお声掛けしている。会場と記念品合わせて総額130～140万円になる予定で

す。予算総額は300万円なので、記念誌がいくらくらいかで300万を前後するのかと

考えている。記念誌は一部の投稿が未完成ではあるが、ほぼ完成に近い状況で180ペ

ージほどのPDFとして陽文社には渡している。発行部数は会員が約3400人、各関係団

体や企業を考えて3600冊の発行を予定している。 



 

9. 組織運営規程改定について                        池上総務局長 

  メールで確認をお願いしていましたが大きな指摘はありませんでした。女性部に

ついては運営理事もいないため、女性部とし、女性部委員会は削除する。別表3の地

区区分は県のホームページに合わせて修正しています。医療事故防止委員会は現在

行われることもないため、削除予定。役員選出委員会と表彰審査委員会の2つだけが

個別に内容等まで記載されているが、このままで良いのか。西浦参与より追加発言

として、役員選出委員会等は県事務局で専任していたので、記載されている。たと

えば、管理運営部会などは管理運営部内で決めている。倉重副会長より、女性部に

ついても、運営する部長もいないのに、部ではおかしい、委員会にした方がよいの

ではとの意見も出され、再検討する方向となった。 

 

10. 各部報告 

●管理・運営（生田） 

資料にそった、発送文書、会費納入者数などの報告。 

●財務管理部長（田代） 

提示した資料に沿った、6月の会計報告。 

県学会報告 

参加登録は698名で最終レポート提出は477名でした。今後、運営に関するアンケー

トを行いたいと思います。8月1日に最終実行委員会予定、来月には会計報告できる

と思います。 

佐藤部長より追加発言。 

 追加した資料の学会の一般演題評価です。座長評価に標がついている7演題を、2

次評価として各理事や学術部長にお願いする予定。                                  

●学術部長（佐藤） 

資料に沿った学術研修会の開催状況報告。筑後の血液で参加登録がなされていない

ため、登録をお願いします。 

資料提示あり。決定した県学術部門長、各学術部門委員のお知らせ。 

●精度管理（牟田） 

 資料提示あり。試料作成委員、解析委員を決定した。試料作成は福大筑紫病院検査

室をお借りして行ったが、検査室の業務と並行して行うため、大変厳しい状況であ

る。長期的には他の場所を探さないといけない。解析委員については各大学からも

出していただいた。試料作成の日当 3000円と交通費だが、長時間を費やす作業であ

り妥当な額とは思えない。日当は 5000円とすることで全理事承認した。また、試料

も非常に安価で分配しており、こちらも見直すこととなった。試料の発送は正晃株

式会社にお願いしているが、保存状態等の問題が懸念されている。発送は専門業者

に依頼することとなった。 

●広報・情報管理（嶋田） 

資料に沿った、発送作業終了報告。 

ホームページの更新も会長挨拶、役員名簿変更も 7月 7日に完了しました。 

今後の発送作業ですが、9 月に九州支部医学検査学会の抄録集、会誌ふくおか 10 月



にするか 11 月にするか、各役員の挨拶の投稿を 10 月に発刊とすれば 8 月末、11 月

に発刊とすれば 9 月末となる。記念式典等もあり、11 月発送とし、新人研修会の感

想も入れ込むこととなった。 

●企画運営（木村） 

 先ほど報告した、タスクシフト研修会ですが、適宜連絡を取り、三役とも相談しな

がら、受講者に迷惑がかからないように進めて行きます。 

●公益事業部長（加藤） 

健康 21 世紀福岡県大会実務者会議が 7 月 20 日に決定した。北九州地区からの報告

その他とつながりますが、健康 21 世紀福岡県大会の技師会の催し物は頸動脈エコー

に決まりました。全国検査と健康展は九州学会の 2 日目とかぶることとなりますが

11 月 6 日（日）9：00～15：00 北九州市レインボープラザにて開催予定。       

福岡市民糖尿病教室、令和 4年度の開催は中止が決定した。     

12. 各地区報告 

●福岡地区（新田） 

   資料に沿った会議終了報告。  

●北九州地区（赤池） 

   資料に沿った開催終了の会議および研修会、開催予定の研修会報告。その他の項目

は加藤部長より報告済。 

●筑後地区（野田） 

資料に沿った会議報告。7月 28日に新人研修会を予定しており、24日まで募集を行

います。9月 27日には中期講演会を予定。   

●筑豊地区（浦園） 

   資料に沿った会議終了および開催報告。  

 

13．その他 

◇共催申請 0 件 

◇後援依頼 ４件 

① サイエンスキャンプ２０２２ 2022.8/6 8/7 申請団体 ：純真学園大学 

② 第７０回栄養管理研修会 2022.10/15 申請団体 ：福岡県病院協会 

③ 第２５ 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー 2022.9/13 

申請団体 ：メディカルスタッフの為の感染症塾 

④ 第８６回抗菌薬適正セミナー 2022.9/29 申請団体 ：関門地域感染症研究会反 

 

 大久保副会長より①は1企業であり、問題があるのではと意見が出されたが、全

て承認となった。 

 

  議事録作成 令和 4年 7月 19日 

池上 新一 

 

 



    議事録署名 

    

  

              印           印           印 


