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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 29 年度第 1 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 29 年 4 月 13 日（木）18:30～19：20	 

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、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：片岡	 

議	 	 長：勝山	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 28 年度第 11 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 29 年 3 月 9 日から平成 29 年 4 月 12 日）	 

1. 第 11 回通常理事会：3月 9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、栗岡、

東谷、岸森、山川、中森、宇山	 

2. 第 3回近畿学会準備委員会：3月 9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、

栗岡、東谷、岸森、山川、中森、宇山	 

3. 奈良県臨床検査協議会第 1回実務委員会：3月 10 日（金）／天理よろづ相談所
病院	 吉村、勝山、倉田、岸森、猪田、上杉	 

4. 奈良県医療推進協議会役員会：3月 15 日（水）／橿原観光ホテル	 吉村	 
5. 第 7回検査研究部門運営委員会：3月 22 日（水）／天理医学研究所	 薮内、倉
田	 

6. 奈臨技法人設立 30 周年創立 60 周年記念式典	 前日準備	 3 月 25 日（土）／ホ
テル日航奈良	 中田	 

7. 奈臨技法人設立 30 周年創立 60 周年記念式典及び祝賀会：3月 26 日（日）／ホ
テル日航奈良	 吉村、勝山、薮内、嶋田、高田、片岡、小林、上杉、中田、倉

田、猪田、高木、栗岡、東谷、岸森、山川、中森、宇山	 

8. 庶務部会：3月 29 日（水）／天理よろづ相談所病院	 小林	 
9. 奈良県健康づくり財団理事会：3月 30 日（木）／県健康づくりセンター	 吉村	 
10. 残高証明書発行手続：4月 5日（水）／奈良地方法務局橿原出張所、南都銀行天
理支店、ゆうちょ銀行天理郵便局	 上杉	 

11. 庶務部会：4月 5日（水）／天理よろづ相談所病院	 小林	 
12. 平成 29 年 3 月度会計の確認（税理士同席）：4月 8日（土）／南奈良総合医療セ
ンター	 上杉	 
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以上の理事行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 奈良県臨床検査協議会第 1回実務委員会：3月 10 日（金）／天理よろづ相談所
病院	 吉村、勝山、倉田、岸森、猪田、上杉	 

2. 奈良県医療推進協議会役員会：3月 15 日（水）／橿原観光ホテル	 吉村	 
3. 奈良県健康づくり財団理事会：3月 30 日（木）／県健康づくりセンター	 吉村	 
	 

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回近畿学会準備委員会：3月 9日（木）／県立医科大学附属病院	 
2. 	 第 7回検査研究部門運営委員会：	 3 月 22 日（水）／天理医学研究所	 	 
	 

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. 奈臨技法人設立 30 周年創立 60 周年記念式典及び祝賀会について	 
標記記念式典及び祝賀会は、中田組織法規部長を中心に関係スタッフが事前準備

と円滑な進行により、成功裏に終えることができた。	 

	 

【副会長	 学術部】	 

1. 日臨技近畿支部研修会について	 
日臨技近畿支部	 微生物検査研修会の案内を奈臨技ホームページに掲載依頼した。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 3 月 10 日（金）：日臨技よりおきあがりこぼしの配布希望があり制限の 2 体を
申し込んだ（別紙資料）	 

2. 3 月 13 日（月）奈良県より知事式典参加のシナリオにつき訂正依頼があり、中
田理事に作成頂き送付した。	 

3. 3 月 13 日（月）式典につき臨床検査技師会の活動内容を報告する旨県より指示
があり作成後送付した	 

4. 3 月 13 日（月）県医師会より式典につき臨床検査技師会の活動内容を報告する
旨県より指示があり作成後送付した。	 

5. 3 月 14 日（火）式典につき、病院協会より会長の参加が不可との連絡を受け、



	 3	 

代わりに理事を出席させる旨、連絡があった。	 

6. 3 月 14 日（火）定期総会の議案書作成を各理事に依頼した。	 
7. 3 月 21 日（火）奈良県医療推進協議会より決議書が送付された。（別紙資料）	 
8. 3 月 23 日（木）創立 25 周年記念特別研究助成金募集要項、平成 29 年度第 25
回研究助成事業募集要項が公財黒住医学研究振興財団より送付され、施設連絡

責任者へ情報提供した。（別紙資料）	 

9. 3 月 28 日（火）技師連盟より自由民主党入党案内があった。必要な方は事務局
までお問い合わせ下さい。（別紙資料）	 

10. 3 月 28 日（火）日臨技生涯教育研修制度平成 28 年度事務処理について（依頼）
があり学術部に資料送付し対応をお願いした。	 

11. 3 月 28 日（火）県より今春の叙勲に倉本氏決定の通知いただく。5月 2 日に県
にて伝達式（授与式）5月 11 日に天皇陛下拝謁（はいえつ）が執り行われるこ

ととなった。	 

12. 庶務部会について	 
3 月 29 日（水）奈臨技ニュース 4月号、平成 28 年度精度管理報告書、表彰状、

感謝状、4月 5日（水）第 34 回奈臨技学会講師依頼状を発送した。	 

13. 会員の異動について	 
〔正会員数〕604 名	 （平成 29 年 4 月 1 日現在）新入会累計 2名	 

前年度 607 名	 継続会員 599 名	 新入会 2名	 	 	 再入会 0名	 

変更者	 9 名	 （転入 3名、転出 2名、施設変更 4名）退会者	 6 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
税理士千足氏と打合せの上、3月度会計の処理および平成 28 年度決算報告書作成

についての確認を行った。	 

	 

【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	 
平成 29 年 3 月 26 日（日）、ホテル日航奈良にて、奈良県知事	 荒井正吾様をは

じめ 17 名の来賓を迎え、奈臨技法人設立 30 周年・創立 60 周年記念式典、記念

講演、祝賀会が開催された。参加人数は以下の通り。	 

式典参加者：来賓 17 名、賛助会員 41 名、会員 45 名、合計 103 名	 

講演参加者：来賓 16 名、賛助会員 41 名、会員 45 名、合計 102 名	 

祝賀会参加者：来賓 16 名、賛助会員 40 名、会員 44 名、合計 100 名	 

祝電：4通	 経費等詳細は資料参照	 

2. 組織法規部委員会名簿を作成した。	 
	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 
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1. 第 34 回奈良県医学検査学会について	 
1） 講師依頼状・座長依頼状配布を事務局に依頼した。	 
2） 第 7回検査研究部門運営委員会を開催した。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1. 精度管理調査と長期維持調査について	 
1） 平成 28 年度の精度管理の報告書を参加施設等に発送した。	 
2） 平成 29 年度の精度管理調査と長期維持調査を行うため、日臨技精度管理シス
テムの使用申請を行った。	 

3） 平成 29 年度の精度管理調査の変更点は血液の単球％を削除した点と、病理で
は染色サーベイとし、グロコット染色と HER2 免疫染色（乳腺）の 2種類で行

う、標準化事業の対象項目を追加して一般、輸血の一部について評価を行う

ことにした。	 

2. 平成 29 年度の精度管理委員会を設置した。	 
	 

【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	 
	 

【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. 桜井市イベントについて	 
桜井市ウォーキングイベント(財団法人桜井体育協会が主催)への検査展参加は

困難であると返事をいただいた。	 

	 

【福利厚生部】	 

1. 傷害保険について	 
奈臨技法人設立 30 周年創立 60 周年記念式典及び祝賀会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	 
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奈臨技ニュース	 2017年4月第275号を発行した。	 

2. 第1回広報委員会日程	 
4 月 19 日(水)	 18 時 30 分より天理よろづ相談所病院	 南病棟 2階臨床検査部会

議室で行う。	 

	 

【地区担当部】	 

1. 弔電について	 
3 月 24 日（金）県西和医療センター	 草尾会員の実父ご逝去につき弔電を送った。	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 3月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
3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. e-ラーニングの説明会について	 
日臨技より e-ラーニングの説明会を実施するよう指示があり、第 34 回奈良県医

学検査学会と奈臨技定時総会が開催される 5月 21 日（日）に行うこととした。	 

2. 候補者推薦について	 
第 3 回「山上の光賞（さんじょうのひかりしょう）」候補者推薦（依頼）があっ

た。期限までの準備が整わず、今回は辞退することを事後承認した。	 

3. 水戸塾のお知らせについて	 
第 66 回日本医学検査学会 in ちばから標記お知らせがあり、三役決裁にて施設連

絡責任者に情報提供し希望者があった場合には、会長推薦は行うが、経費は各施

設負担でお願いする方向とし、事後承認した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 

1. 学会使用備品購入について	 
奈臨技学会等、学会のスライド受付に使用する LAN-HDD および HUB、LAN ケーブ

ル 50ｍ～100ｍを購入することを承認した。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1. 精度管理調査と長期維持調査について	 
平成 29 年度「精度管理調査」と「精確性の長期維持調査」の実施案内が確認さ

れ、奈臨技ニュース 5月号に掲載することを承認した。	 
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【地域保健事業部】	 

1. 「奈良市食育フェスタ」について	 
6 月 4 日（日）奈良市保健所健康増進課より「奈良市食育フェスタ」での血糖測

定を実施することが承認された。	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 今年度開催の「検査と健康展」について	 
今年度開催の検査と健康展は、地域保健事業部で 10 月 15 日（日）に実施予定の

「橿原ふれあいいきいきまつり」と合同で開催することを承認した。	 

	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 開催申請なし	 
	 

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 29 年 4 月 13 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	 


