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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 10 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 28 年 2 月 18 日（木）18:00～19：45	 

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、梅木、岡山、高田、上杉、伊東、片岡、中田、薮内、河野、

有本、高木、堀川、岸森、工藤、中森、山下、野村	 

欠	 席	 者：横山	 

議	 	 長：吉村	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 27 年度第 9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 28 年 1 月 9 日から平成 28 年 2 月 17 日）	 	 

1. 第 9回通常理事会：1月 9日（土）／県立医科大学附属病院	 	 今田、吉村、梅
木、岡山、高田、片岡、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. 第 3回予算委員会：1月 9日（土）／県立医科大学附属病院	 	 今田、吉村、梅
木、岡山、高田、伊東、片岡、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	 

3. 新年交礼会：1月 9日（土）／和食しらかし	 	 	 今田、吉村、梅木、岡山、高
田、片岡、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、横山、堀川、岸森、山下、

中森、野村	 

4. 第 3回生涯教育委員会：1月 19 日（火）／近畿大学医学部奈良病院	 有本	 
5. 日臨技全国幹事会：1月 22 日(金)／日臨技会館	 今田	 
6. 日臨技賀詞交換会：1月 22 日（金）／品川ガーデンシティー	 今田	 
7. 日臨技臨時総会：1月 23 日（土）／大森 REI ホテル	 今田	 
8. 日本マネジメント学会奈良支部理事会：1 月 30 日（土）／県社会福祉センター	 
今田	 

9. 公開講演会の会場下見と打ち合わせ：2月 1日（月）／なら 100 年会館	 	 	 吉
村、高木	 

10. 庶務部会：2月 1日（月）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
11. 臨薬協プロモーション説明会：2月 4日（木）／大阪商工会議所	 今田	 
12. 第 4回組織法規部委員会：2月 4日(木)／県総合医療センター	 中田、中森	 
13. 第4回精度管理調査事業推進委員会：2月4日(木)／天理よろづ相談所病院	 	 	 	 	 	 河
野、高木	 

14. ボウリング同好会：2月 5日（金）／トドロキボウル	 	 今田、岡山、河野、薮
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内、高田、中田、岸森、工藤、中森	 

15. 平成 28 年 1 月度会計の確認（税理士同席）：2 月 10 日（水）／町立大淀病院	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
上杉	 

16. 施設代表者・施設連絡責任者会議：2月 14 日（日）／県立医科大学	 今田、吉
村、梅木、岡山、高田、伊東、中田、上杉、片岡、河野、有本、横山、岸森、

工藤、中森、野村、高木	 

17. 第 7回検査研究部門運営委員会：2月 16 日（火）／天理医学研究所	 今田、薮
内	 

18. 第 5回公開講演会等企画委員会：2月 17 日（水）／天理医学研究所	 吉村、中
田、高木	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 日臨技全国幹事会：1月 22 日(金)／日臨技会館	 今田	 
2. 日臨技賀詞交換会：1月 22 日（金）／品川ガーデンシティー	 今田	 
3. 日臨技臨時総会：1月 23 日（土）／大森 REI ホテル	 今田	 
4. 日本マネジメント学会奈良支部理事会：1月 30 日（土）／県社会福祉センター	 
今田	 

5. 公開講演会の会場下見と打ち合わせ：2月 1日（月）／なら 100 年会館	 	 吉
村、高木	 

6. 臨薬協プロモーション説明会：2月 4日（木）／大阪商工会議所	 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 3回生涯教育委員会：1月 19 日（火）／近畿大学医学部奈良病院	 
2. 第 4回精度管理調査事業推進委員会：2月 4日(木)／天理よろづ相談所病院	 
3. 第 4回組織法規部委員会：2月 4日(木)／県総合医療センター	 
4. 第 7回検査研究部門運営委員会：2月 16 日（火）／天理医学研究所	 
5. 第 5回公開講演会等企画委員会：2月 17 日（水）／天理医学研究所	 
	 

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【会長】	 

1． 日臨技全国幹事会について	 
来年度都道府県助成金についてですが、生涯教育研修会、新入会研修会、全国検

査と健康展、検査説明・相談のできる技師育成講習会について本年同様の助成が

あります。	 
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2． 日臨技臨時総会について	 
75％の議決権行使があり予定の議案は可決されました。	 

3． 臨薬協プロモーション説明会について	 
臨薬協の公正取引についての説明がありました。	 

学会等への対応についての資料を別添します。	 

4． 日臨技から先駆的チーム医療実践講習会への参加依頼について（資料）	 
『カプセル内視鏡読影のスキルを身につける』が平成 28	 年 3月 5	 日（土）に開

催されます。本講習会は、臨床検査技師の新たな業務拡大（認証）を目指すもの

で、多くの会員の参加をお願いしたい。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 第 21 回国際結核セミナーの案内	 (資料)	 
標記案内が結核研究所より届きました。参加される方は HP を参照して下さい。	 

2. 平成 27 年度生涯教育研修会への助成金について(資料)	 
日臨技より、生涯教育研修会の報告書と参加者一覧を 3 月 10 日までに提出する

依頼があり、学術部にお願いした。	 

3. 「山上の光賞」推薦依頼について	 
日臨技より標記依頼があり、締切りが２月 10 日であったので、全理事にメール

にて推薦を依頼したが、推薦者はなかった。	 

4. スタッフジャンパーについて	 
デザインを決定し 2 月 5 日（金）サイズ S30 着、M60 着、L60 着の計 150 着を注

文した。	 

5. 庶務部会について	 
2 月 1 日（月）に奈臨技ニュース 2月第 261 号と会誌まほろばの正誤表を発送し

た。	 

6. 奈臨技 IT 委員会について	 
1 月 21 日（木）まほろば vol.29、2 月 1 日（月）に奈臨技ニュース 2016 年 2 月

第 261 号、2 月 5 日（金）日臨技精度管理システム停止のお知らせのご案内を掲

載した。	 

7.	 会員の異動について	 

〔正会員数〕591 名	 （平成 28 年 2 月 1 日現在）新入会累計 36 名	 

前年度 572 名	 継続会員 555 名	 新入会	 0 名	 	 	 再入会	 0 名	 

変更者	 5 名	 （転入 0名、転出 0名、施設変更 5名）退会者	 3 名	 

	 

【事務局経理部】	 

1. 平成 28 年度予算案について	 
第3回予算委員会にて予算を再確認し平成28年度予算の最終案とし承認され、会

長へ答申した。なお、第3回予算委員会概要記録は別紙の通りである。	 
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2. 所得税について	 
1 月 20 日、千足税理士により平成 27 年 7 月から平成 27 年 12 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. 会計処理について	 
1 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 4回組織法規部委員会について	 
平成 27 年度施設代表者・施設連絡責任者会議および新入・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。	 

2. 施設代表者・施設連絡責任者合同会議について	 
2 月 14 日（日）平成 27 年度施設代表者・施設連絡責任者合同会議が開催され

た。日臨技会長の宮島喜文氏が体調不良のため、副会長の松本祐之氏が代行講

演された。参加者は理事・一般会員を含め、77 名でした。	 

3. 新入・一般会員研修会について	 
公開講演会に引き続き開催するが、会場の混乱等を避けるため、一般の方の退

出後、奈臨技会員および講師関係者のみを対象とし開催することを、第 5 回公

開講演会委員会にて決定した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 7回検査研究部門運営委員会報告	 
第 33 回奈良県医学検査学会につて、講演者、タイムスケジュールの確認等を行な

った。	 （資料参照）	 

2. 第 56 回日臨技近畿支部学会（和歌山）について	 
1） 座長候補者を和歌山技師会事務局に連絡した。	 
2） 演題募集の案内を、再度各委員に連絡した。	 

	 

【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	 
施設代表者・施設連絡責任者合同会議にて奈臨技顧問山﨑先生に「共用基準範囲」

についての講演を行っていただいた。	 

	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 特になし	 
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【渉外部】	 

1. 公開講演会について	 
2 月１日（月）なら 100 年会館において、会場下見と講演会の準備備品等の詳細

について打ち合わせを行った。また地区担当理事に実務委員の動員を要請した。	 

	 

【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. 特になし	 
	 

【福利厚生部】	 

1. ボウリング同好会について	 
平成 27 年度ボウリング同好会を 2 月 5 日（金）トドロキボウルにて開催し、参

加人数は 35 名であった。	 

2. 傷害保険について	 
施設代表者・施設連絡責任者合同会議の傷害保険に加入し、名簿の提出を行った。	 

	 

【広報部】	 

1． 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2016年2月第261号を発行した。	 

2． 会誌まほろばについて	 
会誌まほろばの正誤表を印刷し、奈臨技ニュースとともに配布した。	 

	 

【地区担当部】	 

1． 実務委員選出について	 
2 月 28 日（日）公開講演会実務委員を一般会員より 13 名選出した。	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 1月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
	 
1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． 奈良県精度管理専門委員会委員推薦について	 
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標記の件について、岸森理事に継続して就任していただくことが承認された。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 	 

1． 平成 27 年度精度管理報告書の送付先と印刷部数について	 
精度管理報告書の印刷部数を昨年同様 250 冊とすることが承認された。なお送付

先、部数は以下の通りである。	 

1） 奈臨技ニュースを送っている県内の施設（サーベイ参加施設を含む）	 60	 
2） 賛助会員	 60	 
3） 関連団体	 18	 
4） 顧問	 3	 
5） 理事、監事	 23	 
6） 精度管理委員、解析委員	 20	 
7） 他府県等	 4	 
8） 奈良県臨床検査協議会	 40	 
9） 予備	 22	 
	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 4回生涯教育委員会	 
日時：平成 28 年 2 月 24 日（水）18：30 より	 

	 	 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）その他	 

	 

2. 第 5回精度管理調査事業推進委員会	 
日時：平成 28 年 3 月 3 日（木）18：30 より	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 	 

	 	 議題：1）平成 28 年度の事業内容と予定について	 	 	 	 	 	 

2）平成 28 年度の委員について	 

3）その他	 

	 

	 	 その他、審議事項なし	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 2 月 18 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	 


