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一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 2019 年度第 7 回通常理事会議事録 

 

開催日時：2019 年 11 月 14 日（木）18:45～19:30 

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、片岡、上杉、柳田、森嶋、猪田、

西川、南田、岸森、東谷、西原、木下、宇山 

欠 席 者：小谷、高木 

議  長：中田 

 

Ⅰ 議事録の確認 

1. 「2019 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（2019 年 10 月 10 日から 2019 年 11 月 13 日） 

1. 「がん検診を受けよう！」奈良県民会議：10月 10 日（木）／近鉄大和高田駅（ビ

ラ配り）奈良県社会福祉総合センター（総会・講演会） 勝山 

2. 第 6回通常理事会：10 月 10 日（木）／県立医科大学附属病院 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 

3. 奈良県臨床検査協議会理事会：10 月 16 日（水）／かしはら万葉ホール 勝山、

中田、嶋田、西原 

4. 奈良県臨床検査協議会講演会：10 月 16 日（水）／かしはら万葉ホール 勝山、

中田、倉田、嶋田、高田、片岡、上杉、森嶋、猪田、岸森、西原、木下、宇山 

5. 第 3回精度管理調査事業推進委員会：10月 17 日（木）／天理よろづ相談所病院 

猪田 

6. 「奈良県令和元年国民健康・栄養調査」説明会：10月 17 日（木）／中和保健所 

嶋田 

7. 奈良県医療安全推進委員会全体会議：10月 18 日（金）／県総合医療センター 中

田、嶋田 

8. 奈良県医療安全推進推進委員会講演会：10月 18 日（金）／県総合医療センター 

勝山、中田、嶋田 

9. 日臨技「地域ニューリーダー育成研修会」：10 月 18 日（金）～20 日（日）／

熱海 森嶋 

10. 第 3回公開講演会等企画委員会：10 月 24 日（木）／天理よろづ相談所病院  

勝山、中田 

11. 日臨技近畿支部幹事会：10月 26 日(土)／ピアザ淡海 勝山、中田、嶋田、森嶋 

12. 日臨技近畿支部医学検査学会懇親会：10月 26 日（土）／滋賀県立芸術劇場びわ

こホール 勝山、中田、倉田、嶋田 
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13. 第 59回日臨技近畿支部医学検査学会：10月 26 日（土）・27日（日）／ピアザ

淡海 勝山、中田、倉田、嶋田、高田、小林、片岡、上杉、森嶋、猪田、小谷、

西川、南田、岸森、東谷、木下、宇山 

14. 2019 年 10 月度会計の確認（税理士立会）：11 月 2日（土）／南奈良総合医療セ

ンター 上杉 

15. 庶務部会：11月 5日（火）／天理よろづ相談所病院 小林 

16. 第 4 回検査研究部門運営委員会：11 月 7 日（木）／天理よろづ相談所病院 倉

田、森嶋 

17. アウトドア同好会：11月 10 日（日）／関西国際空港 岸森、木下、髙木、東谷 

18. 日衛協近畿支部臨床検査大会：11月 11 日(月)／シェラトン都ホテル大阪 勝山 

19. 「奈良県令和元年国民健康・栄養調査」実施：11月 13 日（水）／橿原 嶋田 

 

以上の理事行動報告を、承認した。 

 

Ⅲ 役員等派遣報告 

1. 「がん検診を受けよう！」奈良県民会議：10月 10 日（木）／近鉄大和高田駅

（ビラ配り）奈良県社会福祉総合センター（総会・講演会） 勝山 

2. 奈良県臨床検査協議会理事会：10月 16 日（水）／かしはら万葉ホール 勝山、

中田、嶋田、西原 

3. 奈良県臨床検査協議会講演会：10月 16 日（水）／かしはら万葉ホール 勝山、

中田、倉田、嶋田、高田、片岡、上杉、森嶋、猪田、岸森、西原、木下、宇山 

4. 「奈良県令和元年国民健康・栄養調査」説明会：10 月 17 日（木）／中和保健

所 嶋田 

5. 奈良県医療安全推進委員会全体会議：10月 18 日／県総合医療センター 中田、

嶋田 

6. 医療安全推進推進委員会講演会：10 月 18 日／県総合医療センター 勝山、中

田、嶋田 

7. 日臨技「地域ニューリーダー育成研修会」：10 月 18 日（金）～20 日（日）／

熱海 森嶋 

8. 第 3回公開講演会等企画委員会：10 月 24 日（木）／天理よろづ相談所病院 勝

山、中田 

9. 日臨技近畿支部幹事会：10 月 26 日（土）／ピアザ淡海 勝山、中田、嶋田、

森嶋 

10. 日臨技近畿支部医学検査学会懇親会：10 月 26 日（土）／滋賀県立芸術劇場び

わこホール 勝山、中田、倉田、嶋田 

11. 日衛協近畿支部臨床検査大会：11月 11 日(月)／シェラトン都ホテル大阪 勝山 

12. 「奈良県令和元年国民健康・栄養調査」実施：11月 13 日（水）／橿原 嶋田 
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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回精度管理調査事業推進委員会：10 月 17 日(木)／天理よろづ相談所病院 

2. 第 3回公開講演会等企画委員会：10 月 24 日（木）／天理よろづ相談所病院 

3. 第 4回検査研究部門運営委員会：11 月 7日（木）／天理よろづ相談所病院 

 

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. 特になし 

 

【事務局総務部】 

1. 10 月 30 日（水）：奈良県病院協会よりベッドサイド実践講習会の後援承認が届

いた。 

2. 11 月 5日（火）：奈良県公衆衛生協議会より第 40回奈良県公衆衛生学会の開催

案があった。資料あり 

3. 11 月 7日（木）：日臨技より令和 2年度会費について（依頼）（会費免除者の登

録）があった。対応を片岡理事に依頼した。 

4. 11 月 7 日（木）：日臨技より永年職務精励者表彰 該当候補者について（お知

らせ）があった。資料あり 

5. 庶務部会について 

11 月 5日（火）奈臨技ニュース 11月号の発送を行った。 

6. 会員の異動について 

 〔正会員数〕644 名 （2019 年 11 月 1日現在）入会累計 42名 

 前年度 625 名 継続会員 602 名  

新入会  1 名   再入会 0名  

変更者  2 名 （転入 1名、転出 1名、施設変更 0名）   

退会者  1 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. 特になし 
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【学術部 検査研究部門担当】  

1. 第 37回奈良県医学検査学会について 

標記案内を、奈臨技ニュース 11月号に掲載した。 

 

【学術部 精度管理担当】 

1. 精度管理調査事業での問題点の追加について 

① 請求書が期日エラーにより発行できない。 

② 培養をどの培地で実施しているか教えて欲しい。 

③ 手引書が「CLOSED」の状態で、検査を進めることが出来ない 

④ 神経生理設問 7、8について 

耳朶につけている電極は何処に装着していますか？耳たぶですか？ 

⑤ グラム染色のみの施設にのみ M3の入力画面が表示されない。 

⑥ メーカーはどこに取りいったらいいか？送ってもらえるのか. 

⑦ メーカーで発送後ラボに資料を送付するので報告期日までに報告できない。 

⑧ 神経分野の問題について解釈の仕方で２つの回答が存在することに気付いた。 

⑨ 施設別総合評価報告書が平成 30 年の表記になっていた。日付も”平成 30 年

9月”表記になっていた。 

 

【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. 公開講演会特について 

各自治体に公開講演会の広報をおいてもらえるか交渉中である。 

 

【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. 特になし 

 

【福利厚生部】 

1. アウトドア同好会について 

11 月 10 日（日）関西国際空港にて開催した。（別紙報告書参照） 

34 人（大人 27人、子供 7人）の参加であった。 
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2. 傷害保険について 

「2019 年度アウトドア同好会」の傷害保険に加入し、名簿を提出した。 

「奈良糖尿病デー」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 2019年11月第306号を発行した。 
 

【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. 奈臨技ホームページについて 

ホームページ制作会社ジパングワークスと 10 月 28 日（月）に契約を結び、10

月 30 日（水）に代金を支払った。 

 

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  

【会長】 

1. 新年交礼会出席者について 

例年新年交礼会に賛助会員は参加していないが、今後の方針はどうしていくべき

か提案があり、来年度（2021 年 1月）までに準備することとした。 

 

【事務局総務部】 

1. 参加依頼について 

日衛協近畿支部より臨床検査大会への参加依頼があり、勝山会長が出席する事を、

事後承認した。資料あり 

2. アンケート実施依頼について 

天理医療大学より大学院設置準備のため会員へのアンケート実施（依頼）があり

協力することが承認され、一斉メールで会員へ周知する事となった。 
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【学術部 精度管理担当】 

1. 奈臨技サーベイ報告書について 

昨年と同様 CDで配布することを承認した。 

2. グラム染色の未回答について 

グラム染色の未回答施設が 3件あり、回答できない項目についてはサーベイ参加

申し込みを避けていただくよう周知していくこととした。 

 

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：11月 28 日（木）  

場所：高井病院  

議題：1）福利厚生について 

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 11 月 14 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 

 


