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一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 2019 年度第 6 回通常理事会議事録 

 

開催日時：2019 年 10 月 10 日（木）18:30～19:00 

開催場所：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部技局 

出 席 者：勝山、中田、倉田、嶋田、高田、小林、上杉、森嶋、猪田、西川、南田、

岸森、東谷、木下、宇山 

欠 席 者：片岡、柳田、小谷、高木、西原 

議  長：勝山 

 

Ⅰ 議事録の確認 

1. 「2019 年度第 5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（2019 年 9月 12 日から 2019 年 10 月 9日） 

1. 第 5回通常理事会：9 月 12 日（木）／県立医科大学附属病院 勝山、中田、倉

田、嶋田、高田、小林、片岡、上杉、柳田、森嶋、猪田、南田、岸森、東谷、

西原、木下、宇山 

2. 検体採取等厚生労働省指定講習会（奈臨技担当）：9 月 15 日（日）／ホテルク

ライシア大阪ベイ 倉田、森嶋 

3. 検体採取等厚生労働省指定講習会（奈臨技担当）：9 月 16 日（月祝）／ホテル

クライシア大阪ベイ 勝山、倉田、森嶋 

4. 奈良県臨床検査協議会実務委員会：9月 18 日（水）／天理よろづ相談所病院 勝

山、中田、嶋田、上杉、岸森 

5. 初級・職能開発講習会準備会議：9月 19 日（木）／橿原市 柳田、宇山 

6. 第 1回 IT 委員会：9 月 26 日（木）／天理よろづ相談所病院 勝山、嶋田、小林 

7. 日臨技近畿支部 初級・職能開発講習会：9月 29 日（日）／奈良商工会議所 勝

山、中田、嶋田、高田、柳田、南田、宇山 

8. 庶務部会：10月 2日（水）／天理よろづ相談所病院 小林 

9. 2019 年 9 月度会計の確認（税理士立会）：10 月 5 日（土）／南奈良総合医療セ

ンター 上杉 

10. 「ふれあい・いきいき祭～橿原市健康と社会福祉の祭典～」：10 月 6 日（日）

／かしはら万葉ホール 西川、南田、西原、木下、宇山 

以上の理事行動報告を、承認した。 

 

Ⅲ 役員等派遣報告 

1. 検体採取等厚生労働省指定講習会（奈臨技担当）：9月 15 日（日）／ホテルク

ライシア大阪ベイ 倉田、森嶋 

2. 検体採取等厚生労働省指定講習会（奈臨技担当）：9月 16 日（月祝）／ホテル
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クライシア大阪ベイ 勝山、倉田、森嶋 

3. 奈良県臨床検査協議会実務委員会：9月 18 日（水）／天理よろづ相談所病院 勝

山、中田、嶋田、上杉、岸森 

4. 初級・職能開発講習会準備会議：9月 19 日（木）／橿原市 柳田、宇山 

5. 日臨技近畿支部 初級・職能開発講習会：9月 29 日（日）／奈良商工会議所 勝

山、中田、嶋田、柳田、南田、宇山 

6. 「ふれあい・いきいき祭～橿原市健康と社会福祉の祭典～」：10 月 6 日（日）

／かしはら万葉ホール 西川、南田、西原、木下、宇山 

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. 初級・職能開発講習会準備会議：9月 19 日（木）／橿原市 

2. 第 1回 IT 委員会：9 月 26 日（木）／天理よろづ相談所病院 小林 

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. AL-P，LD IFCC 法への移行に関して 

9 月 12 日の理事会の審議内容を受けて、13 日に日臨技 滝野理事にメールをし、

日臨技の方針や予定，対応を尋ねた。 

＜回答＞ 

日臨技としては、日臨技の考えを臨床化学学会パブリックコメントにコメントを

した。意見を聞いてもらえるかもらえないかはわからない。 

（パブリックコメントの内容は教えていただけませんでした。） 

9 月 27 日，28 日両日に臨床化学会年次学術集会が開催され、その時に臨床化学

学会の結論が出されるはずなのでその結果をみて対応したい。 

来年の日臨技のサーベイは両方法で考えている。また、共用基準範囲に関しては、

あくまでもJCCLSと行動を共にし、臨床検査技師会単独での行動は考えていない。 

＜奈臨技対応＞ 

まずは、先月の臨床化学学会学術集会終了後の発表を待つ。 

精度保証・標準化委員会を一度開催し、基幹施設の意見を聞いてみる。 

2. 奈臨技規定改正に関して 

改正した規制を各理事に送信（今月末）。担当：森嶋学術部長 

事務局は他の規約と共に、保存・次理事へ引継ぐ。 

 

【事務局総務部】 

1. 9 月 19 日（木）：日臨技より地域ニューリーダ育成講習会について案内、費用

請求があり、経理部長に依頼した。資料あり 
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2. 10 月 3 日（木）：日臨技より検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講

促進のお願い。があった、資料あり。 

3. 会員等への一斉メール送信状況報告 

1） 会員個人宛 

・9月 6日（月） マネジメント学会演題登録案内。 

・9月 6日（月） がん検診をうけよう講演会案内。 

・9月 13 日（金） 臨床検査協議会講演会案内。  

・9月 26 日（土） 日臨技災害派遣技師研修会案内。 

2） 施設連絡責任者宛 

・9月 4日（水）  連盟ニュース 

・9月 13 日（金） 奈良県医療安全推進センターからの講演会お知らせ。 

4. 庶務部会について 

10 月 2日（水）奈臨技ニュース 10月号、第 59回日臨技近畿支部医学検査学会ポ

ケットプログラム集、奈良県臨床検査協議会講演会ポスターの発送を行った。 

5. 会員の異動について 

 〔正会員数〕644 名 （2019 年 10 月 1日現在）入会累計 40名 

 前年度 625 名 継続会員 604 名  

新入会  2 名   再入会 0名 重複入会 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. 会計処理について 

9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. 初級・職能開発講習会について 

9月 29 日（日）／奈良商工会議所にて開催し、参加者は 29名であった 

 

【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. 精度管理調査について 

奈臨技サーベイの参加証は、出力できる状態である。 
 

【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 



 4 

 

【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. 「ふれあい・いきいき祭～橿原市健康と社会福祉の祭典～」について 

1） 10 月 6 日開催され、無事に終了した。検査展ブースは 17 名の実務委員によ

り運営され、別に検査と健康展として中村先生が担当された。来場者数は 510

名であった。 

2） 10 月 6日、コーナー実績報告書を橿原市に FAX した。 

3） 機器の返却は、同日にエコー機器を、10月 7日にパルスオキシメーター、血

糖測定器を返却した。 

4） 10 月 6日、上杉理事に会計報告を行った。 

5） 報告検討事項として、 

・頸動脈エコーは特に繁盛で途切れることがない。実務委員の人数を増やす必

要につき検討が必要。 

・特に頸動脈エコーでは希望者数が多いが、時間帯によっては椅子が足らず、

たったままで順番を待つ必要があった（場所も狭いため、椅子があっても必要

量の椅子が置けないかも）。 

・場所が狭いため、時間帯によっては来場者でごった返した。足が悪い方も多

く来場されていたため、非常に危険であると感じた。 

 

【地域保健事業部 公衆衛生担当】 

1. 「検査と健康展」について 

「ふれあい・いきいき祭～橿原市健康と社会福祉の祭典～」にて行われた奈臨技

顧問、中村先生による「検査と健康展」相談コーナーの相談者は 10人であった。 

 

【福利厚生部】 

1. 傷害保険について 

「橿原健康いきいき・ふれあい祭り」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 2019年10月第305号を発行した。 
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【地区担当部】 

1. 弔電について 

南部地区会員のご家族葬儀に弔電を送った。 

 

【IT委員会】 

1. 特になし 

 

以上の経過報告を、承認した。 

 

Ⅵ 会計報告 

1. 9月分の収支状況について（別紙当日資料） 

9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. 奈臨技ホームページ作成料金支払いに関して 

消費税 8％で支払うために、契約書を交わし、10月中に処理を済ませることが承

認された。契約書の内容は作成中である。資料あり 

 

【事務局総務部】 

1. 寄付金について 

日本対がん協会奈良県支部より寄付金について（依頼）があり寄付することで三

役決裁し、事後承認した。資料あり 

2. パブリックコメントについて 

愛知県技師会より「尿定性検査の手順書」に対するパブリックコメントについて

（依頼）があり、一斉メールで会員へ周知する事となった。資料あり 

3. 式典への出席について 

奈良県医師会より、令和元年度奈良県医師会創立記念式典並びに医学会総会が、

11月 28 日（木）県医師会館にて開催される案内があり、会長が式典、特別講演、

懇親会へ出席する事を、事後承認した。資料あり 

4. 精度保証施設認証申請について 

日臨技より令和元年度精度保証施設認証申請について（依頼）があり、各施設へ

の申請依頼を行う事が承認された。資料あり 

5. 後援依頼について 

奈良県放射線技師会より放射線学術大会後援依頼があり、三役決裁で了承し、事 

後承認した。資料あり 
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6. 派遣依頼について 

奈良県より令和元年国民健康・栄養調査の実施に係る臨床検査技師の派遣依頼が

あり、事務局に一任する事とした。資料あり（既にメール配信分） 

7. 入会条件に係る調査について 

日臨技より都道府県技師会の入会条件に係る調査について（ご確認）依頼があり、

内容に間違いのないことを確認した。資料あり。 

 

 

Ⅷ 会議、委員会等開催の申請について  

1. 第 1回標準化委員会・精度保証施設認定委員会 

日時：11月 15 日（金）  

場所：天理よろづ相談所病院  

議題：1）日臨技精度管理サポート事業について 

2）その他 

 

以上の会議、委員会等開催の申請を承認した。 

 

その他、審議事項なし 

 

                2019 年 10 月 10 日 

 

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 

 

会 長     勝山 政彦 

 

監 事     長谷川 章 

 

監 事     吉岡 明治 


