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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 5 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 27 年 9 月 10 日（木）18:00～19:30	 

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、片岡、薮内、

中田、有本、高木、横山、堀川、工藤、中森、山下、野村理事、	 

道本監事	 

議	 	 長：吉村	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 27 年度第 4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 7 月 9 日から平成 27 年 9 月 9 日）	 

1. 第 4回通常理事会：7月 9日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、梅木、吉村、
岡山、高田、伊東、上杉、中田、薮内、河野、高木、横山、堀川、岸森、工藤、

中森、野村	 

2. 第 1回奈良県臨床検査協議会理事会：7月 9日（木）／万葉ホール	 今田、梅木、
上杉	 

3. 日臨技近畿支部幹事会：7月 11 日(土)／大臨技事務所	 今田	 
4. 第 2回公開講演会等企画委員会：7月 23 日（木）／天理医学研究所	 吉村、高
木、中田	 

5. 第 7回プライマリーケア学会実行委員会：7月 23 日（木）／県立医科大学	 片
岡	 

6. 第 1回検査標準化委員会：7月 31 日(金)／天理よろづ相談所病院	 	 今田、梅
木、薮内	 

7. 庶務部会：7月 31 日（金）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
8. 庶務部会：8月 4日（火）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
9. 7 月度会計の確認（税理士同席）：8月 11 日（火）／町立大淀病院	 上杉	 
10. 第 4回検査研究部門運営委員会：8月 18 日（火）／天理よろづ相談所病院	 薮
内	 

11. 第 8回プライマリーケア学会実行委員会：8月 20 日（木）／県立医科大学	 片
岡	 

12. 庶務部会：9月 1日（火）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
13. 8 月度会計の確認（税理士同席）：9月 4日（金）／町立大淀病院	 上杉	 
14. 奈臨技アウトドア同好会：9 月 6 日（日）／南楽園	 今田、梅木、岡山、高田、
薮内、岸森、工藤	 
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Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 第 1 回奈良県臨床検査協議会理事会：7 月 9 日（木）／万葉ホール	 今田、梅
木、上杉	 

2. 日臨技近畿支部幹事会：7月 11 日(土)／大臨技事務所	 今田	 
3. 第 7回プライマリーケア学会実行委員会：7月 23 日（木）／県立医科大学	 片
岡	 

4. 第 8回プライマリーケア学会実行委員会：8月 20 日（木）／県立医科大学	 片
岡	 

	 

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 2回公開講演会等企画委員会：7月 23 日（木）／天理医学研究所	 	 
2. 第 1回検査標準化委員会：7月 31 日(金)／天理よろづ相談所病院	 	 
3. 第 4回検査研究部門運営委員会：8月 18 日（火）／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. 検体採取講習会について	 
大臨技のみの実務員では負担が大きすぎるので、他府県にも協力していただきた

い。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 「第 6回あしたのなら表彰」の推薦について（資料）	 
標記について医療政策部より依頼があり、締め切りが 8 月 26 日のこともあり、

メールにて理事に確認したところ、該当者がなく、推薦なしとした。	 

2. がん検診普及啓発に対する知事表彰推薦依頼について（資料）	 
奈良県健康福祉部健康づくり推進部より標記依頼がありましたが、今年も推薦者

なしとした。	 

3. 新制度下の運営及び寄附等に関するアンケートについて	 
標記について公益法人協会より依頼があり、会長、経理部長、事務局で回答した。	 

4. 災害時対応体制の実態調査について	 
標記について日臨技より実態調査依頼があり、事務局で回答した。	 

5. 「検査と健康展」厚労省後援名義使用について（資料）	 
標記について厚労省より後援名義使用の許可のお知らせがありました。	 
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6. 新システムによる生涯教育助成金申請手続きについて(資料)	 
標記について日臨技より操作マニュアルが届きましたので、生涯教育理事の方は

ご一読し、担当者に周知お願いします。	 

7. 新会員管理システムの運用について（資料）	 
標記について日臨技よりお知らせが届きましたので、各理事確認をお願いします。 
8. 庶務部会について	 
7 月 31 日（金）に奈臨技ニュース 8月第 255 号、がん保険のチラシ、8月 4日（火）

賛助会員領収書、9月 1日（火）奈臨技ニュース 9月第 256 号を発送した。	 

9. 奈臨技 IT 委員会について	 
7 月 27 日（月）に平成 27 年度定時総会議事録、第 1回、2回理事会議事録、会	 	 	 	 

誌「まほろば」vol.28 を掲載した。	 

9 月 1 日（火）に奈臨技ニュース 2015 年	 9 月第 256 号を掲載した。	 

10. 会員の異動について	 
〔正会員数〕596 名	 （平成 27 年 9 月 1 日現在）新入会累計 34 名	 

前年度 572 名	 継続会員 562 名	 新入会	 9 名	 	 	 再入会	 0 名	 

変更者	 4 名	 （転入 1名、転出 2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	 
7,8 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。	 

2. 源泉所得税及び復興特別所得税の納付について	 
7 月 10 日、税理士千足氏により平成 27 年 1 月から平成 27 年 6 月までの源泉所得

税及び復興特別所得税の納付手続きを行った。	 

3. 平成 27 年度賛助会員会費納入について	 
平成 27 年度賛助会費納入業者は 45 社で、申し込みがあり未入金の 6社について

は再度依頼を行なった。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 特になし	 
	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 4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のメインテーマ等について話し合った結果、高部氏

が提案された次の案に決定した。その他詳細は議事録参照。	 

メインテーマ：臨床検査技師―未来への期待―	 	 

サブテーマ	 ：若手技師とともに志と夢を語り合おう	 

2. 日臨技近畿支部役員名簿について	 
日臨技近畿支部役員名簿を本年度の検査研究部門運営委員会名簿に沿って修正
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個所を変更し、近畿支部学術部長に提出した。	 

	 

【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回答を 7月 10 日に締め切った。	 
2） 化学で 3SDI を超えた 8施設に長期精度管理の参加の案内をした。1施設から
参加の申し込みがあった。	 

3） 細胞診は設問が手引書に記載されていないことがあり、設問をメールで各施
設の申込者に送付したが連絡不十分な施設があった。このため細胞診のみ再

度サーベイの実施を予定している。施設別報告書の公開には間に合わず、部

門の検討会での報告書と最終報告書で報告する予定。	 

4） 生理（神経機能）の 7問中 2問で設問と選択肢の不一致があり「正解なし」
とした。	 

5） 評価 C、Dの項目別一覧を資料に示す。	 
	 

【学術部	 標準化委員会・精度保証施設認定委員会】	 

1. 共用基準範囲について	 
共用基準範囲の採用を奈良県立医科大学は 6 月 29 日から採用した。奈良県の各

施設でも採用してもらえるように、奈臨技ニュースに 3回連続して掲載し啓蒙活

動を行う。9 月号に 1 回目を掲載した。また、奈良医大の山崎先生に講演をお願

いし啓蒙する。	 

	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 特になし	 
	 

【渉外部】	 

1. 特になし	 
	 

【地域保健事業部】	 

1. 特になし	 
	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1． がん撲滅のための検査展について	 
8 月 20 日	 がん撲滅のための検査展開催のため、検体測定室開設届を厚労省に提

出、受領された。	 

2． 平成 27 年度全国｢検査と健康展｣について	 
8 月末に平成 27 年度全国｢検査と健康展｣の最終的な企画書・予算書を日臨技に提

出した。	 
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【福利厚生部】	 

1． アウトドア同好会について	 
平成 27 年 9 月 6 日（日）大阪堺市南楽園にて開催した。（報告書参照）	 

大人 20 人、子供 3人の参加であった	 

2． 傷害保険について	 
「アウトドア同好会」の傷害保険に加入した	 

	 

【広報部】	 

1. 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2015 年 8 月第 255 号と 9月第 256 号を発行した。	 

	 

【地区担当部】	 

1. 9 月 13 日（日）開催「がん撲滅の為の検査展」の実務委員 7名選出した。	 
	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 7月、8月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
	 
7月、8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. 支部学会に合わせて開催される支部内連絡会議のオブザーバー参加について。	 
梅木学術担当副会長と薮内検査研究部門担当部長に学術担当者として参加するこ

とが承認された。	 

2. 全国検査と健康展中央会場視察について	 
来年度の全国検査と健康展の担当となっている為、今年度の中央会場広島県に今

田会長、吉村渉外担当副会長、高木理事を視察に派遣することを承認した。期日：

平成 27 年 11 月 28 日（土）会場：広島 YMCA 国際文化センター	 

3. Aflac のがん保険のチラシ配布について	 
Aflac（賛助会員）より 8月奈臨技ニュースと一緒にがん保険のチラシを配布して	 

ほしい旨の依頼があり、三役承認後、理事会事で承諾された。	 

4. 「第 44 回医療功労賞」候補者の推薦について（資料）	 
標記について奈良県医療政策部より依頼があり、候補者があれば推薦することを

承認した。	 

5. 地域ニューリーダー育成講習会受講者推薦について（資料）	 
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日臨技より標記依頼があり、県立医科大学から推薦することを承認した。	 

6. 結核研究奨励賞候補者推薦について（資料）	 
日臨技より標記の推薦依頼があり、該当者を 12 月までに推薦することを承認した。	 

	 

【事務局経理部】	 

1. 平成27年度予算委員会設置について	 
平成28年度予算編成のため平成27年度予算委員会を添付の申請書、名簿の通り設

置することを承認した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門】	 

1. 11 月 7 日開催予定、病理、細胞、一般検査部門合同企画、講演会開催における
奈臨技からの補助について。	 

第 4 回検査研究部門運営委員会にて話し合い、遠方からの外部講師による講演会

開催時の取り決めを設けた。その確認と今回の開催費用の補助が承認された。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 1回検査標準化委員会	 
日時：平成 27 年 7 月 31 日（金）18：30 より	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 

	 	 議題：1）共用基準値範囲について	 

2）その他	 

	 

2. 第 5回検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 27 年 9 月 15 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演者（発表者）の選定等	 

	 	 	 	 	 2）その他	 

	 

3. 第 2回生涯教育委員会	 
日時：平成 27 年 9 月 16 日（水）	 

場所：近畿大学医学部奈良病院	 

議題：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	 

	 	 	 2）「統計に関する講習会」について	 

	 	 	 3）その他	 

	 

4. 第 3回精度管理調査事業推進委員会	 
日時：平成 27 年 10 月 15 日（木）18：30 より	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 
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	 	 議題：1）今年度の問題点について	 

2）最終報告書について	 

	 	 	 	 	 3）その他	 

	 

5. 第 1回組織法規部委員会	 
	 日時：平成 27 年 10 月 15 日（木）	 18：30 より	 

	 場所：奈良県総合医療センター	 

	 議題：1）平成 27 年度	 新入・一般研修会について	 

	 	 	 	 	 講演会のテーマおよび講師の決定	 

	 	 	 	 2）平成 27 年度	 施設代表者、施設連絡責任者会議について	 

	 	 	 	 	 講演会のテーマおよび講師の決定	 

	 	 	 	 3）その他	 

	 

6. 第 2回組織法規部委員会	 
	 日時：平成 27 年 11 月 19 日（木）	 18：30 より	 

	 場所：奈良県総合医療センター	 

	 議題：1）平成 27 年度新入・一般研修会について	 

	 	 	 	 	 研修会準備の進捗状況の確認	 

	 	 	 	 2）平成 27 年度	 施設代表者、施設連絡責任者会議について	 

	 	 	 	 	 講演会準備の進捗状況の確認	 

	 	 	 	 3）その他	 

	 

7. 第 3回組織法規部委員会	 
日時：平成 27 年 12 月 17 日（木）	 18：30 より	 

	 場所：奈良県総合医療センター	 

	 議題：1）平成 27 年度	 新入・一般研修会について	 

	 	 	 	 	 研修会準備の進捗状況の確認	 

	 	 	 	 2）平成 27 年度	 施設代表者、施設連絡責任者会議について	 

	 	 	 	 	 講演会の最終確認	 

	 	 	 	 3）その他	 

	 

8. 第 4回組織法規部委員会	 
日時：平成 28 年 2 月 4 日（木）	 18：30 より	 

	 場所：奈良県総合医療センター	 

	 議題：1）平成 27 年度	 新入・一般研修会について	 

	 	 	 	 	 研修会準備の最終確認	 

	 	 	 	 2）その他	 
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9. 第 1回予算委員会（平成 28 年度予算）	 
日時：平成 27 年 11 月 12 日（木）18：00 より	 

場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

議題：1）平成 28 年度予算方針いついて	 

2）補正予算について	 

3）平成 28 年度予算について	 

4）タイムスケジュールについて	 

5）その他	 

	 

10. 第 2回予算委員会（平成 28 年度予算）	 
日時：平成 27 年 12 月 10 日（木）18：00 より	 

場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

議題：1）補正予算について	 

2）平成 28 年度予算について	 

3）その他	 

11. 第 3回予算委員会（平成 28 年度予算）	 
日時：平成 28 年 1 月 9 日（土）13：00 より	 

場所：県立医科大学附属病院	 臨床大会議室	 

議題：1）平成 28 年度予算（予算調整）について	 

2）その他	 

	 

12. 第 4回予算委員会（平成 28 年度予算）	 
日時：平成 28 年 2 月 18 日（木）18：00 より	 

場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

議題：1）平成 28 年度予算（答申）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 9 月 10 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	 	 	 	 	 道本	 実保	 


