
2022 年度 第 1回 POC 技術委員会 会議議事録 

 

日時： 2022 年 4月 11 日（月）20：00～21：30 

場所： Zoom による Web 会議 

参加者：敬称略 順不同 

藤巻慎一、〆谷直人、奥田優子、菊池春人、後藤慎一、岡尚人、坂本秀生、 

櫛引健一、小林隆、薬師寺小百合、山崎家春、久保田芽里、竹澤理子、 

三好雅士、太田麻衣子、服部聡、木下敬一郎、江原佳史、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、青山朋子、 

中井剛史、フマウィド・マリジョイ、岸本貴志、加藤了大、奥村淳、吉尾仁美、古

田仁志、樋渡亮二、鈴木貴、 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 

（欠席なし） 

議事録：岡尚人 

 

【配布資料】 

資料 1 認定試験内規 

資料 2 POCC 認定試験規程細則 

資料 3 2022 年度活動計画 

資料 4 第 82 回 POC セミナー企画書案 

資料 5 POC 技術委員会名簿 

 

 

【議事の経過の要領およびその結果】 

定刻、後藤事務局担当委員により Web 会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に

伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっている

ことを確認の後、委員会の開会を宣し、以下の議事に入った. 

 

【議事】 

開会あいさつ 

報告事項  

1. 内規改訂に関して 

2. 委員交代と退任に関して 

3. 開催されたセミナーの報告（各担当） 

4. 認定制度の細則変更に関して 

5. 2022 年の活動計画及び認定試験について 



協議事項 

1. 今後のセミナーについて(竹澤) 

2. POCT ガイドライン改訂に関して 

 

その他 

1. その他協議事項 

2. 次回委員会予定 

 

 

【議事録】 

報告事項 

1. 内規改訂に関して      奥田委員長 

 メール審議にて、過半数を満たしたため承認されたことが報告された。かつ、会議の場

でも承認された。（担当役員、オブザーバー、アドバイザー、顧問は決議数より除外し

集計） 

回答必要数： 31 名  

有効回答者数： 28 名  

-承認数： 26 名  

-非承認数：  2 名  

未回答：  3 名 

 本承認を受け、学会名称、運営委員会呼称変更、運営委員人数等を改訂した。 

 メール審議時に寄せられた事案に関しては継続して協議してゆく方針が奥田委員長よ

り示された。 

 

2. 委員交代と退任に関して     後藤事務局 

 退任  大阪医科薬科大学病院 三島南病院 福田元委員長 

 交代  （株）堀場製作所 渋谷委員 → 奥村委員 

（株）シノテスト 野村委員 

 

3. 開催されたセミナー報告 

 第 81 回セミナー報告     三好委員 

開催時期： 2021 年 11 月 13 日（土）14:40～16:40 

会場：  富山国際会議場・富山市民プラザ 

開催方式： 現地開催 ＋ ライブ配信 ＋ オンデマンド配信 

テーマ： 新型コロナでどう変わった？感染症 POCT の最前線 

単位：  総論 2単位 

参加人数： 現地参加 30 名（参加証明書配布者 60 名） 



 

4. 認定 POC コーディネーター制度運営規程細則   奥田委員長 

 第 4条に前回委員会で決定された事項を事務局側で追記し、次回より対象とする。る。 

日本医療検査科学会筆頭発表者  １単位 

ＰＯＣセミナー発表者  ２単位 

POC 関連文献筆頭執筆者  ３単位 

 

5. 2022 年活動計画及び認定試験     奥田委員長 

学会事務局に下記の計画を報告し、すでに公開されている旨の報告があった 

委員会 

第 1回委員会 4 月 11 日（月）20:00～21:00（Zoom 会議で開催予定） 

第 2回委員会 10月 7日（金）〜 9 日（日）のいずれかで開催予定 

神戸国際会議場（現地と Zoom 会議の両方で開催予定） 

 

POC セミナーの開催 

第 82 回 POC セミナー 

テーマ： POCT におけるパニック値報告を考える 

日程： 10 月 7 日（金）13;00～17:00（予定） 

定員： 150 名（予定）＊事前登録要 

 

第 83 回 POC セミナー（第 69 回日本臨床検査医学会学術集会との共催） 

テーマ： POCT、今後の展望 

日程： 11 月 17 日（木）～20 日（日）のいずれかで開催予定 

定員： 未定 事前登録要 

 

第 13 回認定 POC コーディネーター更新セミナー 

テーマ： 新型コロナウイルス感染症検査の総括 

～現場での取り組み、検査の重要性～ 

日程： 10 月 8 日（土）13:00～15:00（予定） 

定員； ＊事前登録不要 

   

POC Web セミナー（予定）  

テーマ： 認定試験対策 

日程： 未定 

＊事前登録要 

 

認定 POC コーディネーター試験 



日程： 10 月 9 日（日）15:00〜17:00 神戸国際会議場 予定 

＊事前申請要 

協議事項：       竹澤事務局 

1. 今後のセミナーについて 

今後のセミナーに関して協議を実施、合意し、委員会（案）とし承認された 

 ・第 82 回 POC セミナー（神戸）     木下（真）委員 

 担当委員： 木下（真）、木下（陽）、乘船、福岡 

   開催時期： 10 月 7日（金）13;00～17:00（予定） 

会場：  神戸国際会議場 

開催方式： 現地開催 ＋ Web（未定） 

テーマ： パニック値を考える 

 単位：  3 単位を予定 

 定員；  150 名（仮） 

 詳細は、担当委員にて検討し企画案を策定する 

 

・第 13 回認定 POCC 更新セミナー    坂本幹事委員 

 担当：  坂本 

   開催時期： 10 月 8日（土）13:00～15:00（予定） 

会場：  神戸国際会議場 

開催方式： 現地開催 ＋ Web（未定） 

テーマ： 新型コロナウイルス感染症の総括 

  ～現地での取り組み、検査の重要性～ 

 単位：  総論 2単位 

  

 ・第 83 回 POC セミナー     竹澤事務局 

担当：  未定 

開催形式： 日本臨床検査医学会との共催セミナー 

テーマ： POCT 今後の展望 

単位：  総論 2単位（予定） 

学会テーマは、「地域医療」であり、関連したセミナーを検討する必要あり 

担当委員を希望する委員は、竹澤事務局まで連絡をする 

 

 

・Web セミナー      奥田委員長 

昨年開催した Web セミナー（試験対策）が好評であったため、昨年資料を活用し本

年度も同様のセミナーを開催方針とする 

講師を担当した委員で、資料の使用の不可、変更が必要な委員は、後藤事務局まで



メールにて申し出る。 

 

2. POC ガイドライン改訂 （第 5版）     奥田委員長 

 改訂に際しては編集会議を組織し、本会議が編集を主導する。編集会議メンバーは運営

委員会で選出、決定する。 

 2023 年 6月発刊を目標に活動を行う 

 2023 年度分予算として、学会に予算申請を実施予定である 

 

【その他】 

1. 認定試験スケジュールに関して  奥田委員長 

本年度の認定試験実施スケジュール案が下記の通り提示され承認された。 

尚、受験条件を満たした学会員は 60 名程度と思われ、試験要綱の周知に関する工夫が

必要である旨、意見交換され検討課題となった。 

2022 年 5月   第 2回ＰＯＣコーディネーター試験案内 

2022 年 8月上旬 受験申請開始 

2022 年 8月末  受験申請締め切り（配布資料に追記） 

2022 年 9月   受験票発送 

2022 年 10 月    認定試験実施日*10 月 9 日（日本医療検査科学会 第 54 回大会最終日

午後予定） 

          大会が現地開催されない場合は延期することがあり 

2022 年 12 月  合格発表 

2023 年 2 月    認定証発行申請 

2023 年 4 月    認定証発行 

 

2. 第 2回委員会   竹澤事務局 

日時：2022 年 10 月 7日（金）〜 9 日（日）のいずれかで開催予定 

会場：神戸国際会議場 

 

本委員会の審議を終了し、委員長は閉会を宣言し 21 時 30 分に解散した。本日の Web 会議シ

ステムを使用した委員会は、終始異常なく審議を終了した。上記の議題及び決議内容を明確

にするため、この議事録を委員の確認のもと記録、公開する。 

 

以上、 


