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一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 2019 年度第 8 回通常理事会議事録 

 

開催日時：2019 年 12 月 12 日（木）18:45～20:00 

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、、小林、片岡、上杉、柳田、森嶋、猪田、小谷、

高木、西川、南田、岸森、東谷、木下、宇山 

欠 席 者：高田、西原 

議  長：勝山  

 

Ⅰ 議事録の確認 

1. 「2019 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（2019 年 11 月 14 日から 2019 年 12 月 11 日） 

1. 第 1回予算委員会：11 月 14 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、西川、南田、岸

森、東谷、西原、木下、宇山 

2. 第 7回通常理事会：11 月 14 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、西川、南田、岸

森、東谷、西原、木下、宇山 

3. 第 1回標準化委員会・精度保証施設認定委員会：11月 15 日（金）／天理よろづ

相談所病院 中田、嶋田、猪田 

4. なら糖尿病デー2019：11 月 17 日（日）／県総合医療センター 中田、柳田、木

下 

5. 「奈良県令和元年国民健康・栄養調査」実施：11月 20 日（水）／御所 嶋田 

6. 庶務部会：11月 27 日（水）／天理よろづ相談所病院 小林 

7. 第 2回福利厚生委員会：11 月 28 日（木）／高井病院 東谷 

8. 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：11月 28 日（木）／奈

良県医師会館 勝山 

9. 「奈良若草の会」 キックオフ 第 1回ミーティング：11月 28 日（木）／天理

よろづ相談所病院 勝山 

10. 奈良県医師会 IT フェア 2019：11 月 30 日（土）／奈良県医師会館 勝山 

11. 第 4回公開講演会等企画委員会：12 月 5日（木）／天理よろづ相談所病院  勝

山、中田、高木 

12. 2019 年 11 月度会計の確認（税理士立会）：12 月 7（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。 
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Ⅲ 役員等派遣報告 

1. なら糖尿病デー2019：11 月 17 日（日）／県総合医療センター 中田、柳田、木

下 

2. 「奈良県令和元年国民健康・栄養調査」実施：11月 20 日（水）／御所 嶋田 

3. 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：11月 28 日（木）／奈

良県医師会館 勝山 

4. 奈良県医師会 IT フェア 2019：11 月 30 日（土）／奈良県医師会館 勝山 

5. 第 4回公開講演会等企画委員会：12 月 5日（木）／天理よろづ相談所病院  勝

山、中田、高木 

 

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 14 日（木）／県立医科大学附属病院 

2. 第 1 回標準化委員会・精度保証施設認定委員会：11 月 15 日（金）／天理よろ

づ相談所病院 

3. 第 2回福利厚生委員会：11 月 28 日（木）／高井病院 

4. 「奈臨技若草の会」 キックオフ 第 1回ミーティング：11月 28 日（木）／天

理よろづ相談所病院 

5. 第 4回公開講演会等企画委員会：12 月 5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. 日臨技の勉強会資料について 

日臨技の勉強会資料が、竹浦支部長より送られてきました。タスクシェアリン

グは日臨技の大きな事業の一つであり、各地臨技も一緒に取り組んでいかなけ

ればなりません。資料あり 

 

【事務局総務部】 

1. 11 月 14 日（木）：奈良県医師会よりベッドサイド実践講習会後援許可書が届い

た。 

2. 11 月 15 日（金）：奈良県看護協会よりベッドサイド実践講習会後援許可書が届

いた。 

3. 11 月 20 日（水）：「奈良県令和元年国民健康・栄養調査」について 

協力ありがとうございました。保健師の方から、スパイロが不安なので、又協

力お願いしたい、とのお話がありました。 
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4. 11 月 21 日（木）：奈良県より輸血療法委員会および講演会の開催案内があり、

西原理事を通じて大前輸血部門長に対応を依頼した。資料あり 

5. 11 月 22 日（金）：日臨技より 2020 年度都道府県精度管理調査における日臨技

精度管理調査試料（臨床化学）の使用についての案内があり、猪田理事に送付

した。 

6. 12 月 5日（木）日臨技より令和 2年度定時総会開催予定日について案内があっ

た。資料あり 

7. 会員等への一斉メール送信状況報告 

1） 会員個人宛 

・11 月 26 日（火）天理医療大学アンケート調査依頼 

・12 月 5日（木）令和元年度 職能拡大推進事業 研修会開催について（ご依頼） 

・12 月 5日（木）近畿大学奈良病院職員募集案内 

2） 施設連絡責任者宛 

・11 月 14 日（木）連盟ニュース 

・11 月 22 日（金）放射線業務従事者等に対する安全管理通知、医療機関等にお

ける雇用調整助成金を活用した雇用維持について。 

8. 庶務部会について 

11 月 27 日（水）奈臨技ニュース 12月号 交礼会案内状の発送を行った。 

9. 会員の異動について 

 〔正会員数〕644 名 （2019 年 12 月 1日現在）入会累計 42名 

 前年度 625 名 継続会員 599 名  

新入会  0 名 再入会 0名  

変更者  3 名 （転入 0名、転出 1名、施設変更 2名）   

退会者  2 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、別紙資料の通りである。 

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. 特になし 

 

【学術部 検査研究部門担当】  

1. 特になし 
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【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. 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. 特になし 

 

【福利厚生部】 

1. 傷害保険について 

「超音波実技講習会」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 

奈臨技ニュース 2019年12月第307号を発行した。 
 

【地区担当部】 

1. 特になし 

 

【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. 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。 
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Ⅶ 議題  

【会長】 

1. 「奈良若草の会」勉強会について 

3 月 14 日（土）：県立医科大学附属病院 技局にて開催される「奈良若草の会」

勉強会の案内を、奈臨技ニュース 1月号、2月号に掲載する。併せて、チラシも

1月号に差し込み配布することを承認した。資料あり 

2. 日臨技全国幹事会について 

1月 25 日（土）に全国幹事会が開催される。日臨技に対して、質問及び要望事項

があれば 12月 20 日（金）までに勝山会長に連絡することを承認した。資料あり 

3. 連盟からの依頼について 

連盟のプロフィール（2.5 分の動画）を勉強会等で流してほしいとの依頼があり、

内容を確認後、検査研究部門運営委員会にて検討することとなった。 

理事会終了後、動画を確認し、流して良いことで合意を得た。 

 

【事務局総務部】 

1. 後援依頼について 

京都和光純薬より研修会後援依頼があり、期日の関係により三役決裁にて了承し

たことを事後承認した。資料あり 

2. 日臨技からの案内について 

日臨技より賀詞交換会案内、全国幹事会案内と、連盟より宮島政経セミナー、連

盟総会案内があり、会長が公務として参加し、賀詞交歓会会費 8,000 円。宮島政

経ミナー会費 20,000 円を公費として支出することを承認した。なお、交通費宿

泊費は日臨技負担となる。資料あり 

3. 役員会の開催案内について 

奈良県医師会より奈良県医療推進協議会役員会の開催についてがあり、会長が出

席することを承認した。資料あり 

4. 令和 2年度都道府県技師会との関連事業（予定）について 

日臨技より令和2年度都道府県技師会との関連事業（予定）について案内があり、

全国「検査と健康展」、「地域ニューリーダー実践講習会」「ベッドサイド実践講習

会」、総会委任状の回収については実施予定、「初級・職能開発講習会」は見送る

予定とした。資料あり 

5. 共催依頼について 

第 8回染色体セミナーの共催依頼があり、例年承認していることから本年度も承

認とした。 

6. 後援依頼について 

奈良県医療安全推進センターより、令和元年度講演会、事業報告会：2月 21 日

（金）開催、の後援依頼があり、承認した。 
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【渉外部】 

1. 公開講演会実務委員について 

3月 1日（日）の公開講演会の実務委員は、理事出席確認後各地区理事に依頼す

ることとなった。 

 

【学術部 検査研究部門担当】  

1. 肝炎についての勉強会開催の依頼について 

奈良県において肝炎医療コーディネーターを増やす必要性を認識してもらうこ

とを目的に、日臨技の推進事業を使用し、検査研究部門（生化学・免疫）で勉強

会をすることとした。当日資料 

 

【福利厚生部】 

1. ボウリング同好会について 

別紙資料の通り、3 月 6 日（金）に企画し、奈臨技ニュース(2 月号)に載せて参

加募集することを、承認した。 

 

Ⅷ 会議、委員会等開催の申請について  

1. 特になし 

 

 

その他、審議事項なし 

 

                2019 年 12 月 12 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 

 

 


