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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 28 年度第 3 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 28 年 6 月 9 日（木）18:30～19：40	 

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

出	 席	 者：吉村、勝山、薮内、嶋田、高田、片岡、小林、上杉、中田、倉田、猪田、

高木、京坂、栗岡、岸森、東谷、山川、中森、宇山	 

欠	 席	 者：小谷	 

議	 	 長：吉村	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 28 年度第 2回通常理事会議事録」の確認	 
2. 「平成 28 年度臨時理事会議事録」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 5 月 6 日から平成 28 年 6 月 8 日）	 	 

1. 第 2回通常理事会：5月 6日（金）／県立医科大学附属病院	 	 吉村、岡山、伊
東、高田、片岡、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、横山、堀川、工藤、

中森、野村	 

2. 第 56 回日臨技近畿支部医学検査学会懇親会：5月 14 日（土）／和歌山	 今田、
岡山、薮内	 

3. 奈良県臨床検査協議会会計監査：5 月 18 日（金）／天理医療大学、県立医科大
学	 吉村、上杉	 

4. 第 1回広報委員会：5月 20 日（金）／天理医学研究所	 岸森	 
5. 第 33 回奈良県医学検査学会：5月 22 日（日）／県立医科大学	 今田、吉村、梅
木、岡山、高田、上杉、伊東、片岡、中田、薮内、河野、高木、横山、堀川、

岸森、工藤、中森、山下、野村	 

6. 平成 28 年度奈臨技定時総会：	 5 月 22 日（日）／県立医科大学	 今田、吉村、
梅木、岡山、高田、上杉、伊東、片岡、中田、薮内、河野、高木、横山、堀川、

岸森、工藤、中森、山下、野村	 

7. 臨時理事会：5月 22 日（日）／県立医科大学	 	 吉村、勝山、薮内、嶋田、高
田、片岡、小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、高木、京坂、栗岡、岸森、

山川、中森、宇山	 

8. 第 2回検査研究部門運営委員会：5月 22 日（日）／県立医科大学	 薮内、倉田	 
9. 奈良県医療政策部地域医療連携課訪問：5月 25 日（水）／県庁	 吉村、今田	 
10. 第 1回全国「検査と健康展」等企画委員会：5月 26 日（木）／天理医学研究所	 
勝山、中田、高木、栗岡	 

11. 平成 28 年度ふれあい・いきいき祭担当者会議：5月 26 日（木）／橿原市保健福
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祉センター	 京坂	 

12. 庶務部会：5月 31 日（火）／天理よろづ相談所病院	 小林	 
13. 法人登録打ち合わせ（司法書士同席）：6月 2日（木）／天理よろづ相談所病院	 
嶋田	 

14. 第 1回精度管理調査事業推進委員会：6月 2日（木）／天理よろづ相談所病院	 
猪田、高木	 

15. 奈良市食育フェスタ：6月 5日（日）／奈良市保健所	 中森	 
16. 平成 28 年 5 月度会計の確認（税理士同席）：6月 6日（月）／南奈良総合医療セ
ンター	 上杉	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 第 56 回日臨技近畿支部医学検査学会懇親会：5 月 14 日（土）／和歌山	 今田
岡山、薮内	 

2. 奈良県臨床検査協議会会計監査：5月 18 日（金）／天理医療大学、県立医科大
学	 吉村、上杉	 

3. 奈良県医療政策部地域医療連携課訪問：5月 25 日（水）／県庁	 吉村	 
4. 平成 28 年度ふれあい・いきいき祭担当者会議：5月 26 日（木）／橿原市保健
福祉センター	 京坂	 

5. 奈良市食育フェスタ：6月 5日（日）／奈良市保健所	 中森	 
	 

Ⅳ	 会議、委員会等開催報告	 

1. 第 1回広報委員会：5月 20 日（金）／天理医学研究所	 岸森	 
2. 第 2回検査研究部門運営委員会：5月 22 日（日）／県立医科大学	 
3. 第 1回全国検査と健康展等企画委員会：5月 26 日（木）／天理医学研究所	 
4. 第 1回精度管理調査事業推進委員会：6月 2日（木）／天理よろづ相談所病院	 
	 

Ⅴ	 経過報告	 

【事務局総務部】	 

1. 平成 28 年度日臨技助成金について	 
日臨技より今年度の助成金に関する要項が届きましたので、関係するところは申

請してください。（資料）	 

2. 平成 27 年度優秀論文賞受賞者について	 
日臨技より標記受賞者の報告がありました。（資料）	 

3. 平成 28 年度日臨技標準化事業について	 
標記について日臨技よりお知らせが届きましたので、標準化委員長、基幹施設担

当者の方は宜しくお願い致します。（資料）	 

4. 宮島よしふみ後援会名簿について	 
5 月 20 日（金）に 294 名の名簿を後援会事務局に送付した。	 
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5. 宮島よしふみ後援会からのアンケート調査依頼について	 
標記について、会員の意識調査を行うため、日臨技にメールアドレス登録されて

いる会員対象にアンケート調査が実施された。近畿圏内集計報告があり、（6月 1

日）現在。京都、滋賀を除く府県から 218 件の回答があり奈良県は 32 件の報告

数であった。	 

6. 平成 28 年度日臨技定時総会議決権について	 
1） 議決権については、各自、郵送または電磁的方法により行ってください。	 
2） 総会成立に関する協力要請があり、奈良県議決権行使状況リストを配布しま
す。各施設で会員への声掛けをお願いします。	 

7. 平成 28 年度会費未納者リストについて	 
会費未納者リストを配布します。各理事で確認のうえ必要な場合は個人への入会

要請を行ってください。	 

8. 平成 28 年度全国「検査と健康展」実施について	 
日臨技より標記実施要項が届きましたので、渉外部、公衆衛生部担当の方、対応

お願いします。	 

9. 法人登録打ち合わせについて	 
6 月 2 日（木）に司法書士	 前田氏と法人登記のための打ち合わせを行った。	 

10. 平成 28 年熊本地震災害について	 
1） 地震の発生に伴う医療関係職種の養成所・養成施設の運営に係る取り扱いに
ついて、厚生労働省より規制緩和についての通知があった。	 

2） 日臨技募金活動を終了する旨日臨技より連絡があり、6月 17 日を締め切りと
して日臨技へ振り込むこととした。	 

11. 新理事会の挨拶文について	 
平成 28 年度 29 年度新理事会の関係施設への挨拶文を作成しました。各理事の方

で加筆修正がないか確認をお願いします。	 

12. 庶務部会について	 
5 月 31 日（火）に奈臨技ニュース 2016 年 6 月第 265 号、第 10 回奈良 SAS・生活

習慣病セミナーを発送した。	 

13. 奈臨技 IT 委員会について	 
5 月 31 日（火）に奈臨技ニュース 2016 年 6 月第 265 号、第 10 回奈良 SAS・生活

習慣病セミナーを掲載した。	 

14. 会員の異動について	 
〔正会員数〕592 名	 （平成 28 年 6 月 1 日現在）新入会累計 23 名	 

前年度 587 名	 継続会員 569 名	 新入会	 13 名	 	 	 再入会	 0 名	 

変更者	 7 名	 （転入 0名、転出 1名、施設変更 6名）退会者	 0 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
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5 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. 「公益目的支出計画実施報告書等の提出」について	 
一般社団法人移行後の第 4 回目の「公益目的支出計画実施報告書等の提出」を 5

月 24 日（火）に、中嶋行政書士事務所より奈良県に提出された。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 33 回奈良県医学検査学会について	 
1） 抄録集を印刷した。	 
2） 5 月 22 日（日）に参加者人数	 224 名にて開催した。	 
3） 一般演題 14 題の中から、次の 3演題に会長賞、学術奨励賞を授与した。	 
○会長賞：馬場	 創汰（天理よろづ相談所病院）	 

『運動器領域における超音波検査について』	 

○学術奨励賞：寺口	 皓（近畿大学医学部奈良病院	 

『当院における血液培養検査の現状と今後の課題』	 

髙橋	 陸（天理よろづ相談所病院）	 

『多項目自動血球分析装置 XN-3000 における HGB-O の評価』	 

2. 第 2回検査研究部門運営委員会を開催し、以下の内容を話し合った。	 
1） 次期委員長を倉田会員（県立医科大学）、副委員長を問本会員（県立医科大学）
に決定した。	 

2） 4 人の委員の交代を確認した。	 
3） 第 3 回、第 4 回の委員会を、それぞれ 6 月 21 日、8 月 23 日に天理よろづ相
談所医学研究所にて開催する事を決定した。	 	 	 	 	 	 	 （議事録参照）	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1． 精度管理調査について	 
精度管理調査事業の申し込みは 57 施設（前年度比較 2施設減）で 5月 27 日に受

付を終了した。2施設減の内訳は「阪奈中央病院」と「県立五條病院」（資料）	 

	 

【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 28 年度ふれあい・いきいき祭について	 
10 月 16 日（日）10：00～15：00	 会場は橿原万葉ホールとその周辺で行われま

す。催し物に関して昨年度は血糖測定、血球観察、頸動脈エコー、医師による医

療検査相談を行いました。今年度は血糖測定、血圧測定、Hｂ濃度測定、頸動脈

エコーを予定しております。	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 特になし	 
	 

【福利厚生部】	 

1. 傷害保険について	 
1） 奈臨技定時総会の傷害保険に加入し、名簿を提出した。	 
2） 奈良市食育フェスタの傷害保険に加入し、名簿を提出した。	 

	 

【広報部】	 

1． 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2016年6月第265号を発行した。	 

	 

【地区担当部】	 

1． 実務委員の選出について	 
奈良市食育フェスタの実務委員として、3名の会員を選出した	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 5月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
5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 28 年度定時総会招集について	 
6 月 18 日（土）に日臨技定時総会が開催されるにあたり、吉村会長が出席するこ

とが承認された。	 

2. 「認知症領域における対応力向上のためのモデル事業」の公募について	 
日臨技より標記の公募依頼があり、理事会後メールにて審議を行い、奈臨技とし

て今回は公募を見送ることとした。	 

3. 第 10 回奈良 SAS・生活習慣病セミナーついて	 
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標記は、日臨技生涯教育の認定を受けているので、案内を 6月の奈臨技ニュース

と一緒に各施設に送付し、HP にも掲載したことが事後承認された。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 年間計画について	 
施設代表者、施設連絡責任者会議：1 月の理事会、新年交礼会と同日の平成 29

年 1 月 7 日（土）開催と新入一般会員研修会：11 月開催の渉外部主催の全国「検

査と健康展」と同日開催が承認された。	 

2. 委員会設置について	 
組織法規部委員会の設置について別紙資料の通りメールで確認され承認された。	 

	 

【学術部	 検査研究部門】	 

1. 委員会設置について	 
検査研究部門運営委員会の設置について別紙資料の通りメールで確認され承認

された。	 

2. 平成 29 年度第 34 回奈良県医学検査学会について	 
平成 29 年 5 月 21 日(日)県立医科大学にて開催することが承認された。	 

	 

【学術部	 標準化委員会・精度保証施設認定委員会】	 

1. 委員会設置について	 
臨床検査精度保証施設認証委員会・臨床検査データ標準化委員会の設置について

別紙資料の通りメールで確認され承認された。	 

	 

【地域保健事業部】	 

1. 平成 28 年度ふれあい・いきいき祭について	 
1） 実務委員として技師 23 名程度選出していただきたい。	 
2） 厚生労働省への検体検査室の届け出の承認と関係理事の署名を頂きたい。	 
3） 検体検査室の届出に関しての規約の中に当日、受検者に奈臨技名にて同意
書を徴収したいので許可を頂きたい。	 

上記について承認された。	 

	 

【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	 
9 月 22 日（木祝）イオンモール橿原 3F イオンホール Aにて開催されます。奈良

健康づくり財団から検査実務担当の依頼があり、今年も奈臨技として協力するこ

とが承認された。	 

	 

【福利厚生部】	 
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1. 委員会設置について	 
福利厚生委員会の設置について別紙資料の通りメールで確認され承認された。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 3回検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 28 年 6 月 21 日（火）	 

場所：天理よろづ相談所医学研究所	 

議題：1）第 34 回奈良県医学検査学会の運営等について	 

2）その他	 

	 

2. 第 4回検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 28 年 8 月 23 日（火）	 

場所：天理よろづ相談所医学研究所	 

議題：1）第 34 回奈良県医学検査学会の運営等について	 

2）その他	 

	 

3. .第 1 回組織法規部委員会	 
日時：平成 28 年 7 月 6 日（水）18：30 より	 

場所：県総合医療センター	 

議題：1）平成 28 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 28 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	 

	 

4. .第 2 回組織法規部委員会	 
日時：平成 28 年 9 月 14 日（水）18：30 より	 

場所：県総合医療センター	 

議題：1）平成 28 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 28 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	 

	 

5. .第 3 回組織法規部委員会	 
日時：平成 28 年 11 月 2 日（水）18：30 より	 

場所：県総合医療センター	 

議題：1）平成 28 年度	 新入・一般研修会について	 
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研修会準備の最終確認	 

2）平成 28 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	 

	 

6. .第 4 回組織法規部委員会	 
日時：平成 28 年 12 月 14 日（水）18：30 より	 

場所：県総合医療センター	 

議題：1）平成 28 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	 

2）その他	 

	 

7. .第 2 回精度管理調査事業推進委員会	 
日時：平成 28 年 6 月 27 日（月）18：30 より	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：1）精度管理調査実施の試料配布準備について	 

2）今後の予定について	 

3）その他	 

	 

8. .第 2 回全国「検査と健康展」等企画委員会	 
日時：平成 28 年 6 月 23 日（木）18：30 より	 

場所：天理よろづ相談所医学研究所	 

議題：1）「検査と健康展」準備について	 

2）その他	 

	 

	 	 その他、審議事項なし	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 6 月 9 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 吉村	 豊	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 監	 事	 	 	 	 	 長谷川	 章	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 監	 事	 	 	 	 	 吉岡	 明治	 

	 


