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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 8 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 28 年 12 月 8 日（木）18:30～20：20	 

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、東谷、山川、中森、宇山	 

欠	 席	 者：岸森	 

議	 	 長：薮内	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 28 年度第 7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 11 月 10 日から平成 28 年 12 月 7 日）	 

1. 第 1回予算委員会：11 月 10 日（木）／県立医科大学附属病院	 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、東谷、山川、中森、宇山	 

2. 第 7回通常理事会：11 月 10 日（木）／県立医科大学附属病院	 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、東谷、山川、中森、宇山	 

3. 全国「検査と健康展」準備：11 月 11 日（金）／なら 100 年会館	 嶋田、中田	 
栗岡	 

4. 日臨技執行部との懇親会：11 月 11 日（金）／奈良市内にて	 吉村、嶋田	 
5. 全国「検査と健康展」：11 月 12 日（土）／なら 100 年会館	 吉村、勝山、嶋田、
高田、片岡、小林、上杉、中田、猪田、小谷、高木、京坂、栗岡、岸森、東谷、

山川、中森、宇山	 

6. 平成 28 年度	 新入・一般会員研修会 11 月 12 日(土)／なら 100 年会館	 吉村、
中田、岸森	 

7. 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会：11 月 12 日（土）、13 日（日）／関
西医科大学	 薮内、倉田	 

8. 桜井市「陽だまりフェスタ」：11 月 20 日（日）／桜井市保険福祉センター	 栗
岡、嶋田	 

9. なら糖尿病デー：11 月 20 日（日）／県立文化会館	 片岡、京坂	 
10. 奈良県医師会創立記念式典並びに奈良県医師会医学会総会：11 月 24 日（木）／
県医師会館	 吉村	 

11. 平成 28 年度奈良県精度管理専門委員会衛生検査所立入検査：11 月 25 日（金）
／ウイング橿原市	 岸森	 



	 2	 

12. 平成 28 年度奈良県精度管理専門委員会衛生検査所立入検査：11 月 30 日（水）
／株式会社日本医学臨床検査研究所阪奈ラボ	 生駒市	 岸森	 

13. 第 2回福利厚生委員会：11 月 30 日（水）／高井病院	 東谷	 
14. 庶務部会：12 月 2 日（金）／天理よろづ相談所病院	 小林	 
15. 平成 28 年 11 月度会計の確認（税理士同席）：12 月 3 日（土）／南奈良総合医療
センター	 上杉	 

	 

以上の理事行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 日臨技執行部との懇親会：11 月 11 日（金）／奈良市内にて	 吉村、嶋田	 
2. 全国「検査と健康展」準備：11 月 11 日（金）／なら 100 年会館	 嶋田、中田	 
栗岡	 

3. 全国「検査と健康展」：11 月 12 日（土）／なら 100 年会館	 吉村、勝山、嶋田、
高田、片岡、小林、上杉、中田、猪田、小谷、高木、京坂、栗岡、岸森、東谷、

山川、中森、宇山	 

4. 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会：11 月 12 日（土）、13 日（日）／関
西医科大学	 薮内、倉田	 

5. 桜井市「陽だまりフェスタ」：11 月 20 日（日）／桜井市保険福祉センター	 栗
岡、嶋田	 

6. なら糖尿病デー：11 月 20 日（日）／県立文化会館	 片岡、京坂	 
7. 奈良県医師会創立記念式典並びに奈良県医師会医学会総会：11 月 24 日（木）
／奈良県医師会館	 吉村	 

8. 平成 28 年度奈良県精度管理専門委員会衛生検査所立入検査：11 月 25 日（金）
／ウイング橿原市	 岸森	 

9. 平成 28 年度奈良県精度管理専門委員会衛生検査所立入検査：11 月 30 日（水）
／株式会社日本医学臨床検査研究所阪奈ラボ	 生駒市	 岸森	 

	 

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回予算委員会：11 月 10 日（木）／県立医科大学附属病院	 
2. 第 2回福利厚生委員会：11 月 30 日（水）／高井病院	 
	 

以上の会議、委員会開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【事務局総務部】	 
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1. 臨床化学精度管理試料について	 
日臨技製作の臨床化学精度管理試料についての案内があった。（資料あり）	 

2. 委嘱状発行について	 
11 月 20 日（日）「桜井市ひだまりフェスタ」委嘱状を発行した。	 

3. 平成 28 年度精度保証施設認証申請（依頼）について	 
三役および精度管理担当理事に資料を送付。対応を依頼した。（資料あり）	 

4. 座長候補推薦（依頼）について	 
第 66 回日本医学検査学会一般演題座長候補推薦依頼があり、薮内副会長へ依頼

した（資料あり）	 

5. 日臨技情勢報告会並びに全国幹事連絡会議の開催について	 
11 月 25 日（金）標記お知らせがあり会長へ依頼した。	 

6. 表彰の実施について（依頼）	 
1） 11 月 25 日（金）臨床衛生検査業務功労者の厚生労働大臣表彰の実施につい
て（依頼）があった。（資料あり）	 

2） 11 月 29 日（火）平成 29 年度秋の叙勲候補者につき奈良県より推薦依頼があ
った。	 

3） 12 月 1 日（木）奈良県知事表彰につき県へ問い合わせ。要項を入手した。	 
7. 庶務部会について	 
12 月 2 日（金）に奈臨技ニュース 12 月第 271 号、を発送した。	 

8. 会員の異動について	 
〔正会員数〕606 名	 （平成 28 年 12 月 1 日現在）新入会累計 37 名	 

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

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

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 予算委員会について	 
	 第 1 回予算委員会を受けて、各部局から予算申請を受け付け、概算予算案を作

成した。なお、第 1回予算委員会概要記録は資料の通りである。	 

2. 会計処理について	 
11 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	 
11 月 12 日（土）、なら 100 年会館大ホールにて「明日から活かせるコーチング」

のテーマで鈴木 孝 先生にご講演いただいた。参加人数は新入会員 22 名、一般会

員 12 名	 計 34 名であり、新入会員研修会助成金 22 名分申請する。	 
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3. 施設代表者・施設連絡責任者合同会議について	 
奈臨技登録 57 施設に案内状・返信はがきを送付した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 34 回奈良県医学検査学会について	 
奈臨技ニュース 12 月号への掲載を依頼した。	 

	 

【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. 特になし	 
	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 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	 
1） 当日のカリキュラム（別紙）を作成し奈臨技ニュースに開催案内の掲載を要
請した。	 

2） 奈良県医師会、奈良県看護協会、奈良県病院協会の後援依頼書と，当日のカ
リキュラム，実施要項の 3点を提出するよう事務局に要請した。	 

	 

【渉外部】	 

1. 全国「検査と健康展」について	 
一般入場者数 1239 名の参加があった。	 

	 

【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た。	 

当日は、9：00～14：30 まで従事し、参加者は約 150 名であった。	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 平成 29 年桜井市イベント「陽だまりフェスタ」について	 
当日は血糖測定、加速度脈波測定、骨密度測定、リーフレット配布を行った。	 

参加者は 70 名であった。	 

	 

【福利厚生部】	 

1. 傷害保険について	 
1） 「平成 28 年度	 全国	 検査と健康展」の傷害保険の名簿を提出した。	 
2） 「平成 28 年度	 奈臨技	 新入・一般研修会」の傷害保険の名簿を提出した。	 
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3） 「超音波実技講習会」の傷害保険に加入し名簿を提出した。	 
4） 「桜井市イベント	 陽だまりフェスタ」の傷害保険に加入し名簿を提出した。	 
5） 「なら糖尿病デー」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12月第271号を発行した。	 

2． まほろばについて	 
印刷に出し、年内発行予定である。	 

	 

【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. 11月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
11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. 第 5回“臨床検査セミナーin	 kyoto”の後援依頼について	 
京都和光純薬工業（株）より標記の後援依頼があり、承認された。	 

2. 日臨技情勢報告会並びに全国幹事連絡会議参加について	 
日臨技より、1月 27 日（金）に開催される、日臨技情勢報告会並びに全国幹事連

絡会議について案内があり、会長参加が承認された。（別紙資料）	 

3. 平成 29 年賀詞交換会の参加について	 
日臨技より、1月 27 日（金）に開催される、平成 29 年賀詞交換会ついて案内が

あり、会長参加が承認された。（別紙資料）	 

	 

【副会長：学術担当】	 

1. 学術用パソコンの購入について	 
購入することが承認された。	 

2. 実務員宿泊費の補てんについて	 
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会（大阪府）実務員宿泊費は日臨技から

一泊 12,000 円までの負担はあるが、超えた場合の補てんを奈臨技から行うこと

が承認された。	 
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【事務局総務部】	 

1. 第 58 回近畿学会の会場について	 
IRAKA（春日野国際フォーラム）の見学を実施することが承認され、12 月 22 日

14 時に IRAKA 集合となった。	 

2. 各表彰者候補被推薦者について	 
各表彰者候補被推薦者を決議頂きたい。表彰と推薦者は以下のとおりである。	 

1） 平成 29 年度厚生労働大臣表彰：今田周二	 
2） 平成 29 年度秋の叙勲：市村輝義、間瀬忠、山本慶和	 
3） 奈良県知事表彰：藤本一満、林田雅彦、梅木弥生	 

3. 学術研修会申請方法のマニュアル化について	 
・先月の理事会にて研修会等の申請方法の一部が修正されましたが、研究班長を

始めとする会員に周知されていない旨、連絡がありました。	 

また、現在は口頭での指示によるところが多く、困惑する会員もあるようです。

学術部にて申請方法をフローチャート形式などマニュアル化する方向で審議、検

討することとなった。	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 渉外部における支出予算経費金額について	 
渉外部の平成 28 年度予算額は 1,277,000 円であるが、平成 28 年 12 月末での支

出額が 2,321,428 円となり大幅な予算超過となるため、会計事務取扱規程により

他部門事業費からの予算流用手続きの提案があり、承認された。	 

	 

【福利厚生部】	 

1. ボウリング同好会について	 
別紙の通り企画され奈臨技ニュース(2 月号)で参加募集することが承認された。	 

	 

【その他】	 

1. 奈良県臨床検査協議会の実務委員長について	 
奈良県臨床検査協議会が発足して 4年が経ちますが、基本メンバーは変わってい

ません。その中で理事が講演会の実行委員長を持ち回り的に行ってきました。来

年 2017 年は今年に引き続き私（猪田）が担当しますが、その後の担当者がはっ

きりしておりません。この事業は奈臨技が責任を持って運営する必要があり、理

事のどなたかが実行委員長を担当した方がスムーズに運営できると考えます。来

年協議会の講演会終了時に次期実行委員長を決めても全体の流れが見えないと

思います。再来年の担当を決めておくことで引継ぎがスムーズにできると思いま

す。再来年は奈良での近畿学会の開催と重なり大変だと思いますが、よろしくお

願い致します。との提案があり継続審議となった。（資料）	 
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Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 特になし	 
	 

	 

その他、審議事項なし	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 12 月 8 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	 


