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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 26 年度第 6 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 26 年 10 月 9 日（木）18:00～19:40	 

開催場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局（スキルスラボ棟中棟 4階）	 

出 席 者：今田、梅木、吉村、岡山、高田、上杉、岸森、河野、横山、伊東、片岡、

中田、高木、工藤、山下、中森、野村、堀川理事、山口監事	 

欠 席 者：薮内、有本理事、道本監事、岩本外部監事	 	 

議	 	 長：吉村	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 26 年度第 5回理事会議事録」の確認	 

	 

標記議事録を確認し、一部誤記を修正し承認した	 

	 

Ⅱ	 理事行動報告（平成 26 年 9 月 11 日から平成 26 年 10 月 8 日）	 

1. 第 5回通常理事会：9月 11 日（木）／県立医科大学附属病院	 	 今田、吉村、
岡山、高田、上杉、岸森、河野、横山、中田、伊東、片岡、薮内、有本、高

木、堀川、工藤、中森、野村	 

2. 日臨技近畿支部内連絡会議：9月 20 日（土）／神戸国際会議場	 吉村、梅木	 
3. 第 54 回日臨技近畿支部医学検査学会役員懇親会：9月 20 日（土）／クオリテ
ィホテル神戸	 岡山	 

4. 第 1回	 標準化・精度保証施設認証委員会：9月 22 日（月）／天理よろづ相談
所病院	 梅木、薮内	 

5. ガン撲滅のための検査展：9月 23 日（火）／イオンモ‐ル橿原アルル	 横山、
岡山	 

6. 第 2回生涯教育委員会：9月 25 日（木）／近畿大学医学部奈良病院	 梅木、
有本	 

7. 庶務部会：9月 29 日（月）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
8. 9 月度会計の確認（税理士同席）：10 月 2 日（木）／町立大淀病院	 
上杉	 

9. 公開講演会会場下見：10 月 4 日（土）／奈良県橿原文化会館	 吉村、高木	 
10.第 2 回奈良県臨床検査協議会講演会：10 月 4 日（土）／県橿原文化会館	 

今田、梅木、吉村、岡山、高田、上杉、岸森、横山、中田、片岡、薮内、高

木、野村	 

11.奈良県臨床検査協議会理事会：10 月 4 日（土）／県橿原文化会館	 今田、梅

木、吉村	 

	 

以上の理事行動報告を、承認した。	 
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Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 日臨技近畿支部内連絡会議：9月 20 日（土）／神戸国際会議場	 吉村、梅木	 
2. 第 54 回日臨技近畿支部医学検査学会役員懇親会：9月 20 日（土）／クオリテ
ィホテル神戸	 岡山	 

3. 公開講演会会場下見：10 月 4 日（土）／奈良県橿原文化会館	 吉村、高木	 
4. 奈良県臨床検査協議会理事会：10 月 4 日（土）／県橿原文化会館	 今田、梅
木、吉村	 

	 

以上の役員等派遣報告を、承認した。	 

	 

Ⅳ	 会議、委員会等開催報告	 

1. 第 1回	 標準化・精度保証施設認証委員会：9月 22 日（月）／天理よろづ相談
所病院	 

2. 第 2回生涯教育委員会：9月 25 日（木）／近畿大学医学部奈良病院	 
	 

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【近畿支部連絡会議報告	 幹事代理（副会長	 吉村）】	 

1. 報告事項	 
	 1）日臨技から、次世代の人材育成を目的とした「地域ニューリーダー育成講座」

が東京で開催され、参加は各都道府県から 1名推薦とする。この事業は複数

年開催予定である。	 

	 2）第 54 回近畿支部学会（神戸）の開催報告があり参加者数は約 1,400 名であっ

た。	 

	 3）第 55 回近畿支部学会（大阪）は、平成 27 年 10 月 17 日、18 日の 2日間、大

阪国際交流センターで開催予定である。	 

	 4）第 56 回近畿支部学会（和歌山）は、第 65 回日臨技学会（神戸）が 4団体同

時開催のため、近畿支部学会は 5月頃を目途に開催する予定である。	 

	 5）第 54 回近畿支部学会（神戸）で、日臨技受付システムに障害が発生した件に

ついて報告があった。	 

2. 支部学会学術シンポ打合せ会議の経費について	 
学会担当府県技師会の負担が大きいことから見直しが提案され、メール会議など

を活用し、中止する方向で検討が進められることになった。第 55 回学会につい

ての会議は開催される予定である。	 

3. 前年度支部学会の表彰について	 
表彰規定が変わり、学会長から支部長が執り行うことになった。	 
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4. 精度保証認証について	 
認証施設増加の目的で精度保証認証の料金徴収を分納で集める方法を日臨技に

提案する。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 平成 26 年度橿原ふれあい・いきいき祭について	 
9 月 12 日に医療相談依頼状を顧問山崎先生、中村先生に送付した。9月 24 日、19

名の実務委員に委嘱状を送付した。	 

2. 自然災害のお見舞金申請について	 
自然災害で被災された方は、届出用紙に必要事項を記載し支部長へ提出して下さ	 

い。	 

3. 庶務部会について	 
10 月 1 日（水）奈臨技ニュース	 2014 年 10 月第 245 号、第 32 回奈臨技学会案

内（公示）の送付を行った。	 

4. 奈臨技 IT 委員会	 
9 月 13 日（土）：前回理事会で承認された、ご入会のすすめ、個人情報保護管理

規定、個人情報の保護に関する基本方針を掲載した。	 

10 月 1 日（水）：奈臨技ニュース	 2014 年 10 月第 245 号と第 21 回琵琶湖セミナ

ーご案内を掲載した。	 

5. 会員の移動について	 
〔正会員数〕574 名	 （平成 26 年 10 月 1 日現在）新入会累計	 53 名	 

前年度 536 名	 継続会員 521 名	 	 

新入会	 1 名	 	 	 再入会	 0 名	 

変更者	 2 名	 （転入 0名、転出 2名、施設変更 0名）	 退会者	 0 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
9月度会計について、税理士千足氏と打合せの上、処理を行った。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 施設代表者会議・施設連絡責任者会議について	 
施設代表者会議・施設連絡責任者会議を、新年初回理事会と同日で開催する。詳

細は次回委員会で決定する。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 32 回奈良県医学検査学会について	 
第 32 回奈良県医学検査学会の案内（公示 1）を会員に配布、奈臨技ニュース 10

月号への掲載の為、事務局ならび広報部に配信した。	 
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【学術部	 精度管理担当】	 

1. 精度保証施設認証制度を申請する際の注意点について	 
日臨技 HP から施設認証奈臨技精度管理事業の申請案内をダウンロードすると、

最終ページに是正を必要とする検査項目が印字されます（印字されない場合もあ

ります）。本来、評価 C,D または±3SDI を超えた項目のみ印字されるはずですが、

奈良県の精度管理調査では統計処理の設定の都合で臨床化学の項目では±2～

3SDI の場合にも印字されることが判明しました。各施設では、印字された項目に

ついて施設別報告書の SDI を確認し、±2～3SDI に該当する項目については是正

処置の必要はないのですが是正処置報告書にSDIと是正する必要なしということ

を記載して提出するように案内することにした。	 

	 

【学術部	 標準化・精度保証施設認証委員会】	 

1. 共用基準範囲の進め方について	 
奈良県臨床検査協議会が開催される時に、山本顧問より、新しい基準範囲の使

用についての講演を以下の場所日程でおこなうこととした。同時に長期精度管

理報告も行う。	 

	 	 	 	 	 北和（天理医療大学）平成 27 年 1 月 25 日（日）13：00 より	 

南和（県立医科大学）平成 27 年 2 月 1 日	 （日）13：00 より	 

	 	 	 なお、すでに取り組んでいる福岡県をモデルとする。	 

2. 精度管理施設認証について	 
今年度から都道府県での検証はなくなり、日臨技が行うこととなった。精度保

証認証を受ける資格がある施設には、日臨技精度管理と奈臨技精度管理の施設

認証欄に申請案内ボタンが表示される。奈臨技の表示設定は精度管理担当理事

が行った。適応は 27 施設であり、内訳は、今年更新 7 施設、来年更新 1 施設、

残り 19 施設は新規に申請が可能になった。	 

平成 27～28 年度施設認証が適応される 27 施設長あてに申請方法，日臨技会長

挨拶文，奈臨技会長挨拶文，精度管理是正処理報告書を同封のうえ、案内文書

を 10 月初めに送付した。	 

3. 第 54 回日臨技近畿支部医学検査学会に参加登録について	 
平成26年9月20・21日に神戸国際会議場にて開催された、第54回日臨技近畿支部

医学検査学会に参加された方の一部がシステムの不具合により参加未登録にな

っている可能性が判明したので、参加会員の方に登録状況の確認をお願いする。	 

	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 研修会について	 
1） 平成 26 年 12 月 7 日（日）に統計学に関する研修会を開催する。	 
2） 平成 27 年 2 月 7 日（土）・8日（日）「検査説明・相談ができる臨床検査技
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師育成講習会」を開催する。	 

3） スライド作成法に関する研修会を平成 27 年 6 月に、話し方に関する研修会
を平成 27 年 12 月に開催する。	 

	 

【渉外部】	 

1. 検体検査室の開設届書について	 
必要書類を準備し、厚生労働省医政局医療関連サービス室長宛に提出した。	 

2. 公開講演会について	 
検査展の開催場所（奈良県橿原文化会館大ホール及びロビー周辺）の下見を行

った。	 

	 

【地域保健事業部】	 

1. 検体測定室開設届について	 
9 月 17 日に検体測定室開設届を厚労省に提出、受領される	 

2. 「がん撲滅のための検査展」について	 
9 月 23 日に「がん撲滅のための検査展」をイオンモール橿原アルルで実施した。	 

実施報告書を作成した。	 	 

3. なら糖尿病デー実務委員について	 
なら糖尿病デ‐が 11 月 30 日（日）にあり、実務委員の選出中である。	 

	 

【福利厚生部】	 

1. 傷害保険について	 
「がん撲滅のための検査展」の傷害保険に加入し、名簿を提出した。	 

2. アウトドア同好会について	 
奈臨技ニュースに別紙案内を掲載して頂き、参加者の募集をした。	 

	 

【広報部】	 

1. 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2014 年 10 月第 245 号を発行した。11 月号は近畿支部学会参

加記を掲載する。	 

2. まほろばについて	 
広告は、現在 19 社を予定。2社と交渉中である。	 

原稿はほぼ集まり校正中で、10月末には印刷にかかれ、12月発行予定である。	 

	 

	 【地区担当部】	 

1.	 特になし	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 
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Ⅵ	 会計報告	 

1. 9月分の収支状況について	 
9月分の収支状況について別紙資料にて報告があり承認した。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

【事務局総務部】	 

1. 平成 26 年度奈良県医師会創立記念式典について	 
奈良県医師会より 11 月 27 日（木）に開催される設立記念式典について会長宛に

出席依頼があり会長出席で承認した。	 

2. 滋賀県臨床検査技師会創立六十周年・法人設立三十周年記念式典への出席依頼	 
	 があり会長が出席する事で承認した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 

1. 第 13 回病理細胞診セミナーについて	 
病理・細胞両部門長より、サクラファインテックジャパン株式会社主催の第 13

回病理・細胞診セミナーへの後援依頼があり、承認した。	 

	 

【学術部	 精度保証施設認証委員会】	 

1. 精度保証施設認証申請費用負担について	 
基幹 3病院は精度保証のためのコントロール測定の日常測定を行っており、その

費用は日臨技より奈臨技に支出されているため、この 3病院の申請費用を奈臨技

負担にしたい旨の提案があり、承認した。	 

	 

【学術部	 生涯教育部門担当】	 

1. 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」について	 
「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」の開催に関し、関係機関

に後援を依頼することを、承認した。	 

	 	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 3回福利厚生委員会	 
	 日時：平成 26 年 11 月 11 日（火）18：30～	 

	 場所：天理よろづ相談所病院	 

	 議題：1）アウトドアについて	 

	 	 	 	 	 行程・役割分担の最終確認、参加者の確認	 

	 	 	 	 2）ボーリング大会について	 

	 	 	 	 3）その他	 
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以上の会議、委員会等開催の申請について、承認した。	 

	 

	 	 その他、審議事項なし	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 26 年 10 月 9 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 今田	 周二	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 監	 事	 	 	 	 	 山口	 正悟	 

	 


