
2021 年度 第 1回 POC 技術委員会 

 

日時： 2021 年 4月 15 日（木）20：00 から 

場所： Web 会議 

参加者：敬称略 順不同 

康東天、福田篤久、菊池春人、後藤慎一、岡尚人、坂本秀生、櫛引健一、小林隆、 

東野功嗣、奥田優子、山崎家春、竹澤理子、久保田芽里、三好雅士、太田麻衣子、 

服部聡、木下敬一郎、中村政敏、福岡京子、木下陽介、乘船政幸、繁正志、木下真紀、竹

田良子、大戸秀夫、中井剛史、フマウィド・マリジョイ、岸本貴志、藤本弘倫、 

渋谷未来、吉尾仁美、薬師寺小百合、樋渡亮二、工藤僚康、野村寛明、植田大輔、 

古賀政之、滝野寿、竹浦久司、桑克彦、山田修、〆谷直人 

欠席者：江原佳史 

議事録：岡尚人 

 

配布資料： 

会議議題 

資料 1 POC セミナー実施に関するアンケート 

資料 2 認定試験の緩和措置に関するアンケート 

資料 3 都臨技セミナー 

資料 4 POC 技術委員会名簿 

 

議題： 

開会あいさつ 

【報告事項】  

1. 委員交代報告とご挨拶  

2. 開催されたセミナーの報告  

3. Web POC セミナー実習について（資料１） 

4. 認定試験の緩和措置に関するアンケートと今年度の認定試験について（資料２） 

5. 認定テキスト進捗状況について  

6. 都臨技セミナーの参加状況（資料３） 

7. メーカー幹事委員選出に関して 

【協議事項】 

1. 今後のセミナーについて（20：30～）（資料４）➡事務局（後藤） 

2. 今後のセミナー開催方法について 

3. 認定 POCC 認定試験問題作成について 

4. 認定試験当日（10/10）の試験監督者の選定と採点について 

5. 認定試験の代替え方法について 

6. 通信の単位について 

【その他】 



1. 交代予定委員のご挨拶（東野委員・藤本委員・大戸委員・工藤委員） 

2. 認定テキスト冊子における企業広告掲載協力について 

3. 最新 POC 技術委員会名簿の確認（資料 5） 

4. 認定 POCC の状況について 

5. 次回委員会予定 

康担当理事総括と挨拶 

 

 

議事録 

【報告事項】 

1. 委員交代報告とご挨拶        後藤 

以下の 3委員の退会、交代が理事会にて承認されて 

・扶桑薬品工業株式会社 奥村委員退会 2020 年 12 月 

・テルモ株式会社  古賀委員新任 2020 年 12 月 

・シスメックス株式会社 福田委員→岸本委員へ交代 2021 年 2 月 

 

2. 開催されたセミナーの報告       後藤 

以下の 4 セミナーが 2020 年度開催され、報告がなされた 

・第 76 回 POC セミナー 

テーマ： 「検証！新型コロナウイルス感染症に POCT は活用できたか」 

日時：  2020 年 10 月 1日（木）～31日（土） 

会場：  Web（ストリーミング配信あり） 

単位：  総論 1単位 測定技術論 1単位 

  終了証： 44 名 

 

・第 10 回更新セミナー 

テーマ：  「認定 POC コーディネーター資格制度発足に際し目指すこと」 

日時：   2020 年 10 月 1日（木）～31日（土） 

会場：   Web（ストリーミング配信あり） 

 単位：  更新セミナー単位（総論 1単位） 

終了証： 46 名 

  

・第 77 回 POC セミナー 

テーマ： 「在宅医療への臨床検査の関わり」 

日時：  2020 年 11 月 22 日（日）13：30～15：00   

会場：  盛岡と Web で実施 

開催：  日本臨床検査医学会との共催（地域医療のポイント給付） 

単位：  総論 2単位 

終了証： 44 名（Live 配信では 100 名の参加があった） 

   日本臨床検査医学会との共催では、専門医制度のポイントともなった 



 

3. POC セミナー実習アンケート報告について（資料１）        岡 

 企業委員に対してアンケートを実施し、14 名より回答を得た 

 11 社は実習参加希望であり、且つ、Live、オンデマンド等の配信への対応も可との結果と

なった 

 結論として、早期に準備開始ができるのであれば 11 社は対応が可能である 

 

4. 認定試験の緩和措置に関するアンケートと今年度の認定試験について（資料２） 福田 

 アンケートを実施し、下記の結果となった 

① カテゴリー枠を求めない  賛成 31 

② 必要単位を 12 単位としない  賛成 29 

 第一回認定試験に対する特別処置受験資格として、今年に限りカテゴリーを求めず、10 単

位とすることが福田委員長から報告され、委員会として決議し、理事会へ諮ることとする 

  

5. 認定テキスト進捗状況について       後藤 

 6 月中の出版を目指し編集を実施中であるが、完成日程は未定である 

 今後の予定：ゲラの著者校正、→ 文字校正 → 出版 

 

6. 都臨技セミナーの参加状況（資料３）      竹澤 

 65 名の単位申請がある 

 認定制度を開始して、地方臨床検査技師会との企画でセミナー単位を配布する初めてので

あった 

 

7. メーカー幹事委員選出に関して      岡 

 メーカー企業へのアンケートの結果、ロシュダイアグノスティックス㈱薬師寺委員を 

幹事会からの推薦とした 

 委員会にて賛同が得られ、理事会への報告、承認を得ることとする 

 

 

【協議事項】 

1. 今後のセミナーについて（20：30～）（資料４）    委員 

今後のセミナーに関して協議を実施し、合意し委員会（案）とする 

  ・第 78 回 POC セミナー（WEB）＊ 認定試験受験者増加対策の為開催 

開催時期： 2021 年 7月 

開催方法： Web 

 テーマ： 認定テキスト 2章総論を中心に 120 分を予定 

単位：  概論 2単位 

演者：  テキスト執筆者 

 参加費： 必要の有無を理事会にて決定 

その他： Web に関しては、1講義 15～20分とする 



  

・第 79 回 POC セミナー（WEB）＊認定試験受験者増加対策の為開催 

 開催時期： 2021 年 8月 

開催方式： Web 

テーマ案 1： 認定テキスト 3章各論を中心に 120 分予定 

 テーマ案 2： 血糖測定装置をテーマとして通信単位の設定も念頭に置に 120 分予定 

 単位：  2 単位 

参加費： 徴収の有無を理事会にて決定 

その他： Web に関しては、1講義 15～20 分とする 

＊第 78・79 回のテーマ及び担当者は引き続きメール審議を行う 

 

・第 80 回 POC セミナー（横浜）＊現地開催で企画     

  開催時期： 10 月 8～10 日 

開催方式： 現地開催（パシフィコ横浜）or Web 

テーマ： 第 75 回セミナー（災害医療）を開催の方向性で合意 

 単位：  未定 

 担当委員： 服部 木下陽介 福岡 久保田（オブザーバー） 

実習：  メーカーは Web も視野に入れ企画を検討する 

   会場の感染対策規程に従い、実習は断念する可能性有 

         ⇒学会の開催方針を確認する 

 

・第 11 回認定 POCC 更新セミナー（横浜）＊現地開催で企画   坂本 

 開催時期： 10 月 8～10 日 

開催方式： 現地開催（パシフィコ横浜）or Web 

テーマ： 委員会メンバー外で POCC 認定者を演者として、実務経験の講演を企画 

 単位：  未定 

 担当委員： 坂本 

依頼事項： 委員会メンバーは、演者推薦があれば推薦する 

 

・第 81 回 POC セミナー（富山）＊大会長と調整中  

   テーマと演者は 6月頃決定予定 

 

2. 今後のセミナー開催方式に関して      小林 

 感染対策等を鑑み、セミナー開催の形式を検討して行く必要あり 

 出張制限、会合参加規程等で、現地開催に関して運営の検討が必要 

 今後の継続課題として継続的に取り組んでゆく 

 

3. 認定 POCC 認定試験問題作成について      委員 

 昨年度集めた問題より、福田、菊池、坂本の 3名で試験問題の確定を実施することで合意 

 次年度以降は、執筆者を中心に問題作成を実施する 



4. 認定試験当日（10/10）の試験監督者の選定と採点について   後藤 

 10 月 10 日試験当日の試験監督を募集するので、可能な委員は積極的に応募をする 

  

 

5.  認定試験の代替え方法について      委員 

下記 3つの代替え案を委員会案として、理事会へ報告、裁定を仰ぐこととする 

   ① 延期して、日程・会場を変更して開催 

   ② レポート提出により試験とする 

   ③ 昨年同様延期とする  

 

6.  通信の単位について       委員 

   2022 年度以降は大会時セミナーと Web による通信の配信を行ってはどうか？ 

年一回は通信のセミナーを開催する方針で進める事で合意 

 

 

【その他】 

1. 交代予定委員         後藤 

 東野、藤本、大戸、工藤の 4名が、社内移動、定年退職等により委員交代を予定とし理事

会承認を得る 

  

2. 認定テキスト冊子における企業広告掲載協力について    後藤 

 広告掲載の依頼が出版社より企業へ送付予定である 

 

3. 最新 POC 技術委員会名簿の確認（資料 5）   後藤 

 本日現在の名簿であり、交代予定の委員が承認され次第、差し替えを行う 

 

4. 認定 POCC の状況について 

認定 POC コーディネーター数：170 名（2021 年 3月末） 

 

5. 次回委員会    後藤 

場所：横浜（日本医療検査科学会 第 53回大会開催時） 

日時：2021 年 10 月 8～10 日のいずれか 

 

康担当理事総括とご挨拶  

 


