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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 27 年度第 4 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 27 年 7 月 9 日（木）18:00～20:30	 

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

出	 席	 者：今田、梅木、吉村、岡山、高田、上杉、岸森、河野、伊東、薮内、中田、

高木、横山、堀川、工藤、中森、山下、野村理事、	 

山口監事	 

欠	 席	 者：片岡、有本理事	 

議	 	 長：今田	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 27 年度第 3回通常理事会議事録」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 27 年 6 月 11 日から平成 27 年 7 月 8 日）	 

1. 第 3回通常理事会：6月 11 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、梅木、吉
村、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、横山、

堀川、岸森、工藤、中森、野村	 

2. 第 3回検査研究部門運営委員会：6月 16 日（火）／天理よろづ相談所病院	 梅
木、薮内	 

3. 第 3回奈良県健康づくり財団定時評議委員会：6月 19 日（金）／県健康づくり
センター	 吉村	 

4. 日本医療マネジメント学会奈良支部理事会：6 月 23 日（火）／近畿大学医学部
奈良病院	 今田	 

5. 第 1回福利厚生委員会：6月 23 日（火）／天理よろづ相談所病院	 工藤	 
6. 第 2回精度管理調査事業推進委員会：6月 29 日（月）／天理よろづ相談所病院	 
河野、伊東、高木	 

7. 平成 27 年度「ふれあい・いきいき祭」担当者会議：6月 29 日（月）／橿原市保
健福祉センタ‐北館	 横山	 

8. 第 2回福利厚生委員会：7月 1日（水）／天理よろづ相談所病院	 工藤	 
9. 庶務部会：6月 30 日（火）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
10. 6 月度会計の確認（税理士同席）：7月 3日（金）／町立大淀病院	 上杉	 
11. 向日市長当選祝賀会：7月 3日(金)／ホテル京阪	 今田	 岡山	 
	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 第 3回奈良県健康づくり財団定時評議委員会：6月 19 日（金）／県健康づくり
センター	 吉村	 
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2. 日本医療マネジメント学会奈良支部理事会：6月 23 日（火）／近畿大学医学部
奈良病院	 今田	 

3. 平成 27 年度「ふれあい・いきいき祭」担当者会議：6 月 29 日（月）／橿原市
保健福祉センタ‐北館	 横山	 

4. 向日市長当選祝賀会：7月 3日(金)／ホテル京阪	 今田	 岡山	 
	 

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 3回検査研究部門運営委員会：6月 16 日（火）／天理よろづ相談所病院	 
2. 第 1回福利厚生委員会：6月 23 日（火）／天理よろづ相談所病院	 
3. 第 2回精度管理調査事業推進委員会：6月 29 日（月）／天理よろづ相談所病院	 
4. 第 2回福利厚生委員会：7月 1日（水）／天理よろづ相談所病院	 
	 

以上の会議、委員会報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【会長報告】	 

1. 日本医療マネジメント学会奈良支部理事会について	 
理学療法士会より医療マネジメント学会の会費（拠出金）を団体にも請求してほ

しい旨の提案があり当会として賛成した。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 医療事故調査制度について	 
日臨技より医療事故調査に臨床検査の専門家として技術的な支援を行うため、支

援団体として参加する旨、通知があった。（別紙資料参照）	 

2. 備品調査について	 
事務局では、平成 27 年 6 月より奈臨技保有備品の調査を始め、台帳作成を予定

している。	 

3. 庶務部会について	 
6 月 30 日（火）に奈臨技ニュース 7月第 254 号、まほろば広告掲載依頼を発送し

た。	 

4. 奈臨技 IT 委員会について	 
6 月 16 日（火）日臨技近畿支部輸血、病理・細胞診。微生物検査研修会案内、	 

6 月 17 日（水）第 5回奈良術中モニター講習会案内、	 

7 月 1 日（水）平成 27 年度日臨技近畿支部医学検査学会（第 55 回）の一般演題

募集の締め切り日が、7月 21 日（火）まで延長となった件について掲載した。	 

奈臨技ニュース 7月第 254 号を掲載した。	 
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5. 会員の異動について	 
〔正会員数〕585 名	 （平成 27 年 7 月 1 日現在）新入会累計 21 名	 

前年度 572 名	 継続会員 564 名	 新入会	 3 名	 	 	 再入会	 6 名	 

変更者	 4 名	 （転入 1名、転出 0名、施設変更 3名）退会者	 2 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
6 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. 特になし	 
	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 3回検査研究部門運営委員会について	 
第 33 回奈良県医学検査学会開催日、メインテーマ等について話し合った。	 

2. 研修会の案内依頼について	 
奈臨技ニュース、奈臨技ホームページに、日臨技近畿支部	 病理・細胞診研修会

ならびに微生物研修会の案内文掲載を依頼した。	 

1. 第 55 回日臨技近畿支部医学検査学会について	 
1） 座長候補者、各分野 1名の選出を奈臨技各部門長、分野長にお願いした。	 
2） 一般演題募集期限延長のお知らせと、演題登録の要請を奈臨技各部門長、分
野長に発信した。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1. 精度管理調査について	 
1） 精度管理調査事業の参加申し込み締め切り後、医療法人拓生会奈良西部病院
とシ‐メンス（株）の参加を受け付けた。	 

2） 精度管理調査事業の試料を 6月 30 日に送付した。回答締め切りは 7月 10 日
としている。	 

	 

【学術部	 標準化委員会・精度保証施設認定委員会】	 

1. 特になし	 
	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 特になし	 
	 

【渉外部】	 

1. 特になし	 
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【地域保健事業部】	 

1. 平成 27 年度橿原市「ふれあい・いきいき祭」について	 
日時：11 月 22 日（日）	 午前 10 時～午後 3時	 

場所：かしはら万葉ホ‐ルとその周辺	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 特になし	 
	 

【福利厚生部】	 

1. 特になし	 
	 

【広報部】	 

1. 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2015 年 7 月第 254 号を発行した。	 

	 

【地区担当部】	 

1. 特になし	 
	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 6月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
	 
6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. 日本医療マネジメント学会奈良支部への会費（協賛金１万円）支出について	 
理学療法士会よりマネジメント学会の会費を団体にも請求してほしい旨の提案が

あり、理事として参画している当会として賛成した。会費の支払いについて提案

があり、理事等の役員を出している団体である事を条件に会費等の要請があれば

支出することで承認された。	 

2. 奈良県臨床検査協議会定款策定について	 
協議会目的を定めた設置要項では対外的に不都合が多いため設置要項に定款とす

るための必要事項を加えて定款とした。定款 6 条に構成団体として奈良県臨床検

査技師会が掲載されるが承認をお願いしたい旨提案があり承認された。	 

3. 叙勲推薦について	 
1） 平成28年春の標記について山本	 慶和、間瀬	 忠氏を推薦することを承認した。	 
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2） 奈臨技として叙勲推薦基準を明確にしていきたい。	 
4. 第 3回「リレー・フォー・ライフ・ジャパン	 奈良」の後援名義使用について	 
標記依頼があり、がん患者支援団体で奈良県の医療、福祉団体が協力している会

であり、昨年に引き続き後援することを承認した。なお開催日は平成 27 年 10 月

3 日（土）、4日（日）です。	 

5. なら糖尿病デー2015 後援名義の使用許可について	 
昨年同様に、後援名義使用および当日の血糖測定等の実務面においても協力する

ことを承認した。なお開催日は平成 27 年 11 月 22 日（日）です。	 

	 

【事務局経理部】	 

1. 会計処理用パソコンおよび会計ソフト購入について	 
会計処理を円滑及び能率的に行なうために会計処理用パソコン及び会計処理ソ

フトを購入することが承認された。見積書は別紙資料参照	 

	 

【組織法規部】	 

1. 年間計画について以下のことが承認された。	 
1） 平成 27 年度施設代表者、施設連絡責任者会議：平成 28 年 1 月 9 日（土）理
事会、新年交礼会と同日開催	 

2） 平成 27 年度新入・一般研修会：平成 28 年 2 月 28 日（日）渉外部主催の公開
講演会と合同にて同日開催	 

	 

【学術部	 検査研究部門】	 

1. 第 33 回奈良県医学検査学会開催日について	 
前回の理事会で提案された 5月 29 日は、他の学会と重なるため、平成 28 年 5 月

22 日（日）開催で承認された。場所は奈良県立医科大学	 大講堂。	 

2. 病理・細胞・一般検査部門合同研修会について	 
「臨床病理学的情報に注視する尿路形態所見を求めて」のテーマで九州から講師

を招いての研修会を企画している。経費が嵩むため生涯教育研修部門と合同で奈

臨技事業としての研修会としたい旨の提案がされた。	 

学術部門、分野での企画としては経費が大きすぎることが問題となり、検査研究

部門で経費のかかる研修会についての取り決め事項を作成し、次回理事会で再度

検討する事とした。	 

3. 非会員の参加費について	 
会計に雑収入として繰り入れる	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 平成 27 年度	 全国「検査と健康展について	 
11 月 1 日（日）桜井芝運動公園にて平成 27 年度	 全国「検査と健康展」を開催
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することが承認された。	 

	 

【福利厚生部】	 

1. アウトドア同好会について	 
平成 27 年度アウトドア同好会を 9 月 6 日（日）観光農園南楽園にて開催し、奈

臨技ニュースで参加募集することが承認された。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 4回検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 27 年 8 月 18 日（火）18：30 より	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 

	 	 議題：1）第 33 回奈良県医学検査学会のメインテーマについて	 

2）その他	 

	 

	 

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 27 年 7 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	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


