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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 7 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 28 年 11 月 10 日（木）18:30～20：00	 

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、薮内、勝山、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、東谷、山川、中森、宇山	 

欠	 席	 者：なし	 

議	 	 長：吉村	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 28 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 28 年 10 月 13 日から平成 28 年 11 月 9 日）	 

1. 第 6回通常理事会：10 月 13 日（木）／県立医科大学附属病院	 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、東谷、山川、中森、宇山	 

2. 橿原市「ふれあい・いきいき祭」：10 月 16 日（日）／万葉ホール	 京坂、嶋田、
猪田、岸森、東谷、中森、山川	 

3. 第 6回全国「検査と健康展」準備委員会：10 月 17 日（月）／天理医学研究所	 	 	 	 吉
村、勝山、中田、高木、栗岡	 

4. （株）じほう	 から全国「検査と健康展」の取材：10 月 18 日（火）／県総合医
療センター	 吉村、高木	 

5. 第 1回生涯教育委員会：10 月 19 日（水）／近畿大学医学部奈良病院	 小谷	 
6. 第 3回精度管理推進委員会：10 月 20 日（木）／	 天理よろづ相談所病院	 猪田、
高木	 

7. 日臨技近畿支部内連絡会議：10 月 22 日（土）／大臨技事務所	 吉村、倉田	 
8. 平成 28 年度奈良県精度管理専門委員会：10 月 28 日（金）／県医師会館	 岸森	 
9. 第 2回地域保健事業部公衆衛生委員会：10 月 28 日（金）／桜井市保険福祉セン
ター	 栗岡	 

10. 近畿学会準備（情報収集）：10 月 28 日（金）／県ビジターズビューロー	 嶋田	 
11. 奈良県臨床検査協議会講演会場下見：10 月 31 日（月）／県医師会館	 吉村	 
猪田	 

12. 庶務部会：11 月 1 日（火）／天理よろづ相談所病院	 小林	 
13. 第 3回組織法規部委員会：11 月 2 日（水）／県総合医療センター	 中田、中森	 
14. 第 7回全国「検査と健康展」準備委員会：11 月 4 日（金）／天理医学研究所	 	 	 	 吉
村、勝山、中田、高木、栗岡	 
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15. 平成 28 年 10 月度会計の確認（税理士同席）：11 月 5 日（土）／南奈良総合医療
センター	 

16. アウトドア同好会：11 月 6 日（日）／みどり観光農園	 嶋田、猪田、岸森、東
谷	 

17. 第 2回奈良県臨床検査協議会理事会：11 月 9 日（水）／県医師会館	 吉村、嶋
田、上杉、猪田	 

18. 奈良県臨床検査協議会講演会：	 11 月 9 日（水）／県医師会館	 吉村、薮内、嶋
田、上杉、中田、猪田、倉田、岸森、片岡	 

	 

以上の理事行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 橿原市「ふれあい・いきいき祭」：10 月 16 日（日）／万葉ホール	 京坂、嶋田、
猪田、岸森、東谷、中森、山川	 

2. 第 6 回全国「検査と健康展」準備委員会：10 月 17 日（月）／天理医学研究所	 	 	 	 
吉村、勝山、中田、高木、栗岡	 

3. 日臨技近畿支部内連絡会議：10 月 22 日（土）／大臨技事務所	 吉村、倉田	 
4. 平成 28 年度奈良県精度管理専門委員会：10 月 28 日（金）／県医師会館	 岸森	 
5. 第 2回地域保健事業部公衆衛生委員会：10 月 28 日（金）／桜井市保険福祉セ
ンター	 栗岡	 

6. 近畿学会準備（情報収集）：10 月 28 日（金）／県ビジターズビューロー	 嶋田	 
7. 奈良県臨床検査協議会講演会場下見：10 月 31 日（月）／県医師会館	 吉村	 
猪田	 

8. 第 7回全国「検査と健康展」準備委員会：11 月 4 日（金）／天理医学研究所	 	 	 	 吉
村、勝山、中田、高木、栗岡	 

9. 奈良県臨床検査協議会第 2回理事会：11 月 9 日（水）／県医師会館	 吉村、嶋
田、上杉、猪田	 

10. 奈良県臨床検査協議会講演会：	 11 月 9 日（水）／県医師会館	 吉村、薮内、
嶋田、上杉、中田、猪田、倉田、岸森、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 1回生涯教育委員会：10 月 19 日（水）／近畿大学医学部奈良病院	 
2. 第 3回精度管理推進委員会：10 月 20 日（木）／天理よろづ相談所病院	 
3. 第 3回組織法規部委員会：11 月 2 日（水）／県総合医療センター	 
4. 第 2回地域保健事業部公衆衛生委員会：10 月 28 日（金）／桜井市保険福祉セ
ンター	 	 
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5. 第 3回組織法規部委員会：11 月 2 日（水）／県総合医療センター	 	 
	 

以上の会議、委員会開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【会長】	 

1. 日臨技近畿支部内連絡会議について	 
別紙資料のとおり報告があった。	 

2. 全国「検査と健康展」準備の進捗状況について	 
一般参加者 1000 名を目標とし、検査展を 16 時まで行う。	 

3. 奈良県臨床検査協議会第 2回理事会について	 
11 月 9 日（水）に行われた講演会には 88 名の参加があった。来年度の講演会は

は、在宅医療をテーマにして行われる予定である。	 

	 

【副会長	 学術担当】	 

1. 検体採取に関する厚生労働省指定講習会について	 
厚生労働省指定講習会(大阪)11 月 12・13 日の実務委員として薮内、倉田、仲森

（県立医大）の 3名を登録した。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 領収書の発行・委嘱状の発翰について	 
10 月 20 日（木）今年度、賛助会員 21 組織への賛助会費領収書発行、奈良糖尿病

デー2016 委嘱状を発翰した。11 月 2 日（火）検査と健康展委嘱状発翰（98 名分）	 

2. 来春叙勲の追加資料請求について	 
県庁より、所属団体の活動報告を起点日から 10 年前（平成 9 年度）情報の提出

指示があり作成後提出した。	 

3. 振り込み依頼について	 
10 月 21 日（金）日臨技次期ニューリーダ育成研修会宿泊費用請求があり経理部

へ振り込みを依頼した。	 

4. 結核研究奨励賞候補者、および各賞受賞者の推薦について	 
10 月 21 日（金）結核研究奨励賞候補者、および各賞受賞者の推薦について学術

部薮内副会長へ資料を提出し推薦者選抜を依頼した。（日臨技依頼分：資料）	 

5. 研修会案内について	 
日臨技企画、認知症領域での検査技師実践啓発研修会の案内があった。（資料）	 

6. 庶務部会について	 
11 月 1 日（火）に奈臨技ニュース 10 月第 269 号、を発送した。	 

7. 会員の異動について	 
〔正会員数〕606 名	 （平成 28 年 11 月 1 日現在）新入会累計 37 名	 
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前年度 587 名	 継続会員 569 名	 新入会	 0 名	 	 	 再入会	 0 名	 

変更者	 1 名	 （転入 0名、転出 0名、施設変更 1名）退会者	 0 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. 奈臨技法人設立 30 周年・創立 60 周年記念式典の開催について	 
委員会にて準備している。	 

2. 平成 28 年度	 新入・一般会員研修会について	 
対象会員 62 名の所属施設に案内状を送付した。返信はがきが戻っていない施設

がある。	 

参加予定人数新入会員 30 名（実務委員含む）一般会員 17 名	 計 47 名	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 特になし	 
	 

【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. 特になし	 
	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 都道府県別研修会・講習会等の日臨技 web 登録について	 
都道府県別研修会・講習会等の日臨技 web 上で，以下の 2つの研修会で二重登録

となった。	 

1） 10/29 のグラム染色研修会	 	 
行事コード 160016442 助成対象あり	 	 事前参加登録者なし	 

行事コード 160018444 助成対象なし	 	 事前参加登録者あり	 12 名	 

2） 11/19 の超音波実技講習会（心臓・腹部）	 
行事コード 160021415 助成対象あり	 	 事前参加登録者なし	 

行事コード 160021561 助成対象なし	 	 事前参加登録者あり	 1 名	 

10/20 に日臨技に電話をし，両研修会とも「日臨技助成対象あり」に移行した．	 

2. 平成 28 年度「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	 
平成 29 年 2 月 25 日（土）・26 日（日）に開催する。これに関する企画書、予算

書およびカリキュラムを作成した。（資料①～③）	 
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【渉外部】	 

1. 特になし	 
	 

【地域保健事業部】	 

1. なら糖尿病デーについて	 
11 月 20 日、なら糖尿病デーに奈臨技から 12 名の実務委員を派遣し血糖測定に従

事する予定。	 検体検査室開設届は主催者側で用意する。	 

開催場所：奈良県立文化会館	 

時間：9時～14 時半まで	 

2. 奈良保健所イベントについて	 
12 月 5 日（月）開催の奈良保健所イベントにて血糖測定の依頼があったが、平日

で実務委員の派遣も 10 名ほど必要な為、辞退した。	 

3. 橿原市ふれあい・いきいき祭について	 
10 月 16 日橿原万葉ホールにて開催され、実務委員 16 名（理事 6名）参加し、300

名を超える方の検査を実施した。	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 平成 28 年桜井市イベント「陽だまりフェスタ」について	 
血糖測定、加速度脈波測定、骨密度測定、リーフレット配布を予定している。	 

今年から会場が屋内になるので会場の下見を行なった。	 

（桜井市けんこう増進課から依頼書：資料）	 

2. 福利厚生に保険加入の依頼をした。	 
	 

【福利厚生部】	 

1. アウトドア同好会について	 
平成 28 年 11 月 6 日（日）みどり観光農園にて開催した。（報告書参照）	 

大人 30 人、子供 5人の参加であった。	 

2. 傷害保険について	 
1） 「ふれあい・いきいき祭」の傷害保険の名簿を提出した。	 
2） 「アウトドア同好会」の傷害保険に加入し名簿を提出した。	 
3） 「平成 28 年度	 全国	 検査と健康展」の傷害保険に加入した。	 
4） 「平成 28 年度	 奈臨技	 新入・一般研修会」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	 2016年11月第270号を発行した。	 

2． まほろばについて	 
名簿確認中である。広告は、19 社である。	 
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【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. 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	 	 

【事務局総務部】	 

1. 後援依頼について	 
第 14 回病理細胞診セミナーの後援依頼があり、承認された。	 

2. 奈良県医師会創立記念大会について	 
11 月 24 日に開催される奈良県医師会創立記念大会より招待があり、吉村会長出

席が承認された。	 

3. 平成 30 年度（2018）第 58 回近畿学会について	 
1） 学会人事案	 大会長：吉村会長、実行委員長：薮内副会長、事務局長：嶋田
事務局長で進めていきたい。	 

2） 会場案	 IRAKA（春日野国際フォーラム）で検討したい。	 
3） 日程案	 空き状況は金曜日夜～日曜終日借用で可能日は平成 30 年 8 月 18～
19 日、9月 8 日～9日、9月 29 日～30 日、10 月 27 日～28 日、11 月 3 日～4

日、11 月 24 日～25 日、12 月 1 日～2 日、12 月 8 日～9 日、12 月 15 日～16

日、12 月 22 日～23 日。	 

4） 予算案	 全館貸し切りで概算 300 万円	 
まずは仮予約したうえで早急に現地下見を実施することが承認された。	 

4. がん征圧活動に関する寄付依頼について	 
奈良県健康づくり財団より標記依頼があり、例年通り 1万円寄付することを承認

した。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 奈臨技法人設立 30 周年・創立 60 周年記念式典の開催について	 
1） 日時：平成 29 年 3 月 26 日（日）午後	 	 
2） 会場：ホテル日航奈良	 
3） 司会：薮内、勝山副会長（記念式典、記念講演、祝賀会）	 	 
4） 記念講演：山中	 亨名誉会員	 
5） 記念品：来賓、賛助会員に配布（奈臨技会員以外）	 	 
6） 会費：3000 円（来賓以外の奈臨技会員、賛助会員から徴収）	 
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7） 実務委員の交通費支給はなし	 
以上、承認された。	 

	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 都道府県別研修会・講習会等の日臨技 web 申請のための確認事項について	 
日臨技の web システムに登録する項目のひとつに「事前参加受付の有無」がござ

います．「事前参加受付有り」とした場合「web 公募」と「郵送募集」を選択する

必要がありますが例外もあるようです．実例として責任担当者独自のメールを事

前登録受付として運用するなどです．この場合「内容」欄にその旨を記載戴いて

おりますが，「内容」欄は，参加者へのお知らせとしての意味合いが強く，事務

側として理解しにくい場合があり誤入力の原因となる可能性があります．	 

予防策として「内容」欄の１行目に以下の項目を，お知らせと区別し別途記載戴

くよう提案いたします．	 

1） 「日臨技推進事業の申請の有無」	 
2） 「事前参加受付の有無」．「有り」の場合「web 公募」「郵送募集」「その他（例：
責任担当者によるメール受付）」	 

以上の提案を承認した。	 

2. 後援依頼について	 
平成 28 年度「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」の開催にあた

り、今年度も奈良県医師会、奈良県看護協会および奈良県病院協会に後援を依頼

することを承認した。（資料④・⑤）	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 2回福利厚生委員会	 
日時：平成 28 年 11 月日未定	 

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、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 28 年 11 月 10 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

会	 長	 	 	 	 	 吉村	 豊	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 監	 事	 	 	 	 	 吉岡	 明治	 


