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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 7 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 27 年 11 月 12 日（木）18:00～20:00	 

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、吉村、岡山、高田、上杉、薮内、河野、伊東、中田、有本、高木、横

山、堀川、岸森、工藤、中森、山下、野村理事	 

山口監事	 

欠	 席	 者：梅木、片岡	 

議	 	 長：吉村	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 27 年度第 6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 10 月 8 日から平成 27 年 11 月 11 日）	 

1. 第 6回通常理事会：10 月 8 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、吉村、岡山、
高田、伊東、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、横山、堀川、岸森、工藤、

山下、中森、野村	 

2. 奈良県臨床検査協議会講演会打合せ：10 月 9 日（金）／天理よろづ相談所病院	 吉
村、岸森	 

3. 「がん検診を受けよう！」奈良県民会議総会：10 月 10 日（土）／イオンモール
橿原	 今田、吉村	 

4. 第 1回組織法規部委員会：10 月 15 日(木)／県総合医療センター	 中田、中森	 
5. 第 3回精度管理推進委員会：10 月 15 日(木)／天理よろづ相談所病院	 河野、高
木	 

6. 第 10 回プライマリ・ケア連合学会近畿地方会実行委員会：10 月 15 日（木）／県
立医科大学	 片岡	 

7. 臨床検査協議会実務委員会：10 月 16 日(金)／天理よろづ相談所病院	 今田、吉
村、上杉、岸森	 

8. 日臨技連盟近畿ブロック連絡会：10 月 17 日(土)／大阪国際交流センター	 今田	 
9. 日臨技近畿支部連絡会議：10 月 17 日(土)	 ／大阪国際交流センター	 今田、梅木、
薮内	 

10. 日臨技近畿支部医学検査学会懇親会：10 月 17 日（土）／大阪国際交流センター	 
今田、吉村、岡山、薮内	 

11. 第 6回検査研究部門運営委員会：10 月 20 日（木）／天理医学研究所	 今田、梅
木、薮内	 

12. 奈良県臨床検査協議会講演会下見：10 月 23 日（金）／県医師会館	 今田、吉村、
岸森	 
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13. 日臨技連盟奈良支部委員会：10 月 28 日(水)／天理医学研究所	 今田、伊東、野
村	 

14. 第 3回公開講演会等企画委員会：10 月 29 日（木）／天理医学研究所	 吉村、高
木、中田	 

15. 庶務部会：10 月 30 日（金）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
16. 桜井市民健康まつりにて全国｢検査と健康展｣：11 月 1 日（日）／桜井市芝運動公
園	 堀川、横山、岡山、薮内、岸森	 

17. 10 月度会計の確認（税理士同席）：11 月 5 日（木）／町立大淀病院	 上杉	 
18. 第 2回奈良県臨床検査協議会理事会：11 月 5 日（木）／県医師会館	 今田、吉村、
梅木、上杉	 

19. 第 3回奈良県臨床検査協議会講演会：11 月 5 日（木）／県医師会館	 今田、吉村、
梅木、上杉、岸森、岡山、高田、片岡、薮内、中田、河野、伊東	 

20. 日本衛生検査所協会近畿支部臨床検査大会：11 月 9 日(月)／シェラトン都ホテル
大阪	 今田	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 奈良県臨床検査協議会講演会打合せ：10 月 9 日（金）／天理よろづ相談所病院	 吉
村、岸森	 

2. 「がん検診を受けよう！」奈良県民会議総会：10 月 10 日（土）／イオンモール
橿原	 今田、吉村	 

3. 第 10 回プライマリ・ケア連合学会近畿地方会実行委員会：10 月 15 日（木）／県
立医科大学	 片岡	 

4. 臨床検査協議会実務委員会：10 月 16 日(金)／天理よろづ相談所病院	 今田、吉
村、上杉、岸森	 

5. 日臨技連盟近畿ブロック連絡会：10 月 17 日(土)	 ／大阪国際交流センター	 今田	 
6. 日臨技近畿支部連絡会議：10 月 17 日(土)	 ／大阪国際交流センター	 今田、梅木、
薮内	 

7. 日臨技近畿支部医学検査学会懇親会：10 月 17 日（土）／大阪国際交流センター	 
今田、吉村、岡山、薮内	 

8. 奈良県臨床検査協議会講演会下見：10 月 23 日（金）／県医師会館	 今田、吉村、
岸森	 

9. 日臨技連盟奈良支部委員会：10 月 28 日(水)／天理医学研究所	 今田、伊東、野
村	 

10. 第 3回公開講演会等企画委員会：10 月 29 日（木）／天理医学研究所	 吉村、高
木、中田	 

11. 桜井市民健康まつりにて全国｢検査と健康展｣：11 月 1 日（日）／桜井市芝運動公
園	 堀川、横山、岡山、薮内、岸森	 

12. 第 2回奈良県臨床検査協議会理事会：11 月 5 日（木）／県医師会館	 今田、吉村、
梅木、上杉	 
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13. 第 3回奈良県臨床検査協議会講演会：11 月 5 日（木）／県医師会館	 今田、吉村、
梅木、上杉、岸森、岡山、高田、片岡、薮内、中田、河野、伊東	 

14. 日本衛生検査所協会近畿支部臨床検査大会：11 月 9 日(月)／シェラトン都ホテル
大阪	 今田	 

	 

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回組織法規部委員会：10 月 15 日(木)／県総合医療センター	 
2. 第 3回精度管理推進委員会：10 月 15 日(木)／天理よろづ相談所病院	 
3. 第 6回検査研究部門運営委員会：10 月 20 日（木）／天理医学研究所	 
	 

以上の会議、委員会報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【事務局総務部】	 

1． 世界糖尿病デー協力依頼について（別紙資料 h27-7-1）	 
標記依頼が奈良市保健所健康増進課よりあり、地域保健事業部にお願いした。	 

2． 庶務部会について	 
10 月 30 日（金）に奈臨技ニュース 11 月第 258 号、第 56 回日臨技近畿支部医学検

査学会チラシを発送した。	 

3． 奈臨技 IT 委員会について	 
10 月 9 日（金）に日本医療マネジメント学会	 第 11 回奈良支部学術集会開催と演

題募集のご案内、10 月 20 日（火）に日臨技近畿支部血液部門研修会開催案内、日

臨技近畿支部一般検査部門研修会開催案内、11 月 1 日(日)に奈臨技ニュース 11 月

第 258 号、「第 21 回琵琶湖セミナ‐」呼吸機能検査研修会の案内、11 月 2 日（月）

に医療安全推進週間広報（別紙資料 h27-7-2）を掲載した。	 

4． 会員の異動について	 
〔正会員数〕594 名	 （平成 27 年 11 月 1 日現在）新入会累計 35 名	 

前年度 572 名	 継続会員 559 名	 新入会	 0 名	 	 	 再入会	 0 名	 

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

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
10 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. 第 1回組織法規部委員会について	 （別紙資料 h27-7-3）	 
1） 日臨技から案内のあった「組織強化セミナー」は日程が合わず、平成 28 年 1
月 9 日（土）は当初予定していた施設代表者・施設連絡責任者会議を開催する。
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内容は「リスクマネジメント」を予定している。	 

2） 平成 27 年度新入・一般研修会の開催内容について別紙議事録のとおり決定し
た。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 6回検査研究部門運営委員会について	 （別紙資料 h27-7-4）	 
1） 第 33 回奈良県医学検査学会について各発表者の選出状況の確認,公示文書の確
認,	 会長賞、奨励賞の選出方法について取り決めた。	 

2） 日臨技助成対象研修会の申請手続きについての案内。	 
3） 来年度の各学会の開催案内。	 
4） 宮島日臨技会長の参議院選挙立候補に関する協力について。（今田会長）	 
2. 日臨技近畿支部	 遺伝子部門研修会案内文の掲載を依頼した。	 
	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1. 特になし	 
	 

【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状況と今後を奈臨技ニュースに掲載し啓蒙した。	 

	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 生涯教育研修について	 
「統計講習会」を、当初 2日間にわたって開催する予定であったが、1日での開催

に変更した。開催日は、12 月 12 日（土）です。	 

	 

【渉外部】	 

1． 第 3回公開講演会等企画委員会について	 （別紙資料 h27-7-5）	 
広報活動と実務委員選出について話し合われた。詳細は別紙議事録参照。	 

	 

【地域保健事業部】	 

1． 世界糖尿病デーについて	 （別紙資料 h27-7-1）	 
11 月 14 日（土）世界糖尿病デ‐に合わせた奈良市イベントが薬師寺で開催される。	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1． 全国｢検査と健康展｣について	 （別紙資料 h27-7-6）	 
1） 10 月 22 日（木）検体測定室開設届を厚労省に提出。受領される。	 
2） 11 月 1 日（日）桜井市芝運動公園グランドにて、全国｢検査と健康展｣を開催。
実施報告書は別紙資料参照	 
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【福利厚生部】	 

1． 傷害保険について	 
1） 「検査と健康展」の傷害保険に加入し、名簿を提出した。	 
2） 「超音波の実技講習会」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11月第258号を発行した。	 

2． 会誌まほろばについて	 
原稿が整い印刷に出した。	 

	 

【地区担当部】	 

1. 実務委員選出について	 
なら糖尿病デー２名、ふれあいいきいき祭りに 10 名選出しました。	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 10月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
	 
10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	 	 

【会長】	 

1. 日衛協近畿支部臨床検査大会出席について	 
日衛協近畿支部の式典への出席依頼があり、三役承認で会長が出席することとし、

理事会にて事後承認した。(資料 h27-7-0)	 

	 

【梅木副会長】	 

1. 奈良県立医科大学	 「未来への飛躍」基金への寄付について	 
県立医科大学では新キャンパスを建設し、その敷地内に交流会館を建設予定で

ある。セミナー・公開講演・学会等で活用できるこの会館建設費への寄付金を

行うことが承認された。金額は他団体と足並みを揃え、後日決定することとな

った。	 

	 

【事務局総務部】	 

1． 日本対がん協会奈良県支部からの寄付依頼について	 
がん検診の普及啓発、がん征圧活動などの助成のため、標記団体より 1口 1万円の

寄付依頼が届いた。会としてこの活動に協力するため、例年通り 1口の寄付を行な

うことを承認した。	 
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2． 第 3回 JIMTEF 災害医療研修アドバンスコース参加推薦依頼について	 
標記について日臨技より依頼があり、募集したが希望者が無く、推薦は見送った。

（別紙資料 h27-7-7）	 

3． 平成 27 年度奈良県医師会創立記念式典出席依頼について	 
標記について奈良県医師会より出席依頼があり、会長が出席することを承認した。	 

4． 奈良県医療推進協議会役員会と集会出席依頼について（別紙資料 h27-7-8）	 
12 月 19 日(土)の標記出席依頼（5 名）があり、今田、吉村、岡山、中田、中森理

事が出席することが承認された。	 

5． 奈良県臨床検査技師会ホームページについて	 
ホームページトップ欄の東日本大震災お見舞いの文言を削除することとし、IT 委員

会に依頼した。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 日臨技より案内のあった「組織強化セミナー」の開催について	 
10 月理事会で提案のあった開催日平成 28 年 1 月 9 日（土）が無理なため、2月 14

日（日）で再調整することとなった。	 

	 

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 27 年 11 月 30 日（月）18：30 より	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 

	 	 議題：1）ボウリング同好会について	 

	 	 	 	 	 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 11 月 12 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	 


