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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 26 年度第 5 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 26 年 9 月 11 日（木）18:00～20:00	 

開催場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局（スキルスラボ棟中棟 4階）	 

出 席 者：今田、吉村、岡山、高田、上杉、岸森、河野、横山、伊東、片岡、薮内、

中田、有本、高木、工藤、中森、野村、堀川理事、山口監事	 

欠 席 者：梅木、山下理事、道本監事、岩本外部監事	 	 

議	 	 長：今田	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 平成 26 年度第 4回理事会議事録」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 26 年 7 月 10 日から平成 26 年 9 月 10 日）	 

1. 第 4回通常理事会：7月 17 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、梅木、岡
山、高田、上杉、岸森、河野、横山、中田、伊東、片岡、薮内、有本、高木、

堀川、工藤、山下、中森、野村	 

2. 第 1回福利厚生委員会：7月 28 日（月）／天理よろづ相談所病院	 工藤	 
3. 奈臨技通帳代表者名義変更：8 月 4 日（月）／奈良地方法務局橿原出張所、南
都銀行	 天理支店	 上杉	 

4. 7 月度会計の確認（税理士同席）：8月 6日（水）／町立大淀病院	 上杉	 
5. 第 4回検査研究部門運営委員会：8月 12 日（火）／天理よろづ相談所病院	 今田、
薮内	 

6. 第 2回公開講演会等企画委員会：8月 21 日（木）／天理医学研究所	 吉村、高
木、中田	 

7. 第 2回福利厚生委員会：8月 25 日（月）／天理よろづ相談所病院	 工藤	 	 
8. 庶務部会：8月 26 日（火）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
9. 第 1 回生涯教育委員会：8 月 28 日（木）／近畿大学医学部奈良病院	 	 梅木、
有本	 

10. 8 月度会計の確認（税理士同席）：9月 4日（木）／町立大淀病院	 上杉	 
11. 奈良県医師会公開講座：9月 7日（日）／奈良県医師会館	 今田、梅木、吉村、
上杉	 

12. 第 5 回検査研究部門運営委員会：9 月 9 日（火）／天理よろづ相談所病院	 今
田、梅木、薮内	 

13. 奈良県臨床検査協議会実務委員会：9 月 10 日（水）／天理よろづ相談所病院	 	 

今田、岸森	 

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.	 奈良県医師会公開講座：9月 7日（日）／奈良県医師会館	 今田、梅木、吉村、

上杉	 

	 

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回福利厚生委員会：7月 28 日（月）／天理よろづ相談所病院	 
2. 第 4回検査研究部門運営委員会：8月 12 日（火）／天理よろづ相談所病院	 
3. 第 2回公開講演会等企画委員会：8月 21 日（木）／天理医学研究所	 
4. 第 2回福利厚生委員会：8月 25 日（月）／天理よろづ相談所病院	 
5. 第 1回生涯教育委員会：8月 28 日（木）／近畿大学医学部奈良病院	 
6. 第 5回検査研究部門運営委員会：9月 9日（火）／	 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	 

	 【事務局総務部】	 

1. がん検診普及啓発に対する知事表彰推薦依頼について	 
奈良県健康福祉部健康づくり推進部より標記依頼がありましたが、もう少しがん

検診イベントなどに参加したら推薦することにした。	 

2. 自宅会員へのお詫び文送付について	 
奈臨技ニュース 7 月、8 月号送付の際に、自宅会員のお名前に敬称を付け忘れた

ことに対するお詫び文を 9月号と一緒に送付した。	 

3. みんなの臨床検査、医療を支える臨床検査技師の DVD について	 
標記の DVD が日臨技より郵送されてきました。各行事や学会で使用される場合	 

は事務局にあります。	 

4. 検査と健康展企画書について	 
11 月 2 日(日)に開催予定の標記企画書を 9月 2日、日臨技に送付した。	 

5. 奈臨技 IT 委員会	 
8 月 1 日(金)に奈臨技ニュース	 2014 年 8 月第 243 号、9月 1日（月）に奈臨技

ニュース	 2014 年 9 月第 244 号を掲載した。9 月 10 日（水）に第 54 回日臨技

近畿支部医学検査学会 web 抄録公開のご案内を掲載した。	 

6. 庶務部会について	 
8 月 1 日（金）に奈臨技ニュース	 2014 年 8 月第 243 号と賛助会員会費領収書、

9月 1日（月）に奈臨技ニュース	 2014 年 9 月第 244 号を送付した。	 

7. 日臨技季刊誌「ピペット」配布について	 
8 月 18 日（月）日臨技事務局へ季刊誌ピペットの申込みを 8施設、540 部で行
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った。また、事務局宛を100部とし関連団体や賛助会員に送付することとした。	 

8. 会員の移動について	 
〔正会員数〕574 名	 （平成 26 年 09 月 01 日現在）新入会累計	 52 名	 

前年度会員数 536 名	 継続会員 522 名	 新入会	 4 名	 再入会	 3 名	 

変更者	 1 名	 （転入 0 名、転出 1 名、施設変更 0 名）	 退会者	 0 名であっ

た。8月 7日（木）会員から退会方法について質問があり電話にて回答した。	 

	 	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
7、8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。	 

2．源泉所得税及び復興特別所得税の納付について	 

7月10日、税理士千足氏により平成26年1月から平成26年6月までの源泉所得税

及び復興特別所得税の納付手続きを行なった。	 

3．賛助会員会費納入について	 

平成 26 年度賛助会費納入業者は 51 社であった。	 

申し込みがあり未入金の 1社については再度依頼を行なった。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 「公益目的支出計画変更届の提出」について	 
「公益目的支出計画変更届（代表者、役員の変更届）」を 7 月 8 日(火)	 中嶋

行政書士事務所より奈良県に提出した。	 

2. 	 公益法人について	 
公益法人インフォメーションより提出書類の修正依頼があり、7月 25 日(金)

に修正報告した。	 

3. 新入・一般研修会について	 
新入・一般研修会を渉外部担当の公開講演会に併設開催する。企画について

は、次回委員会で決定する。	 

	 

	 【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 32 回奈良県医学検査学会について	 	 	 	 
開催日を平成 27 年 5 月 24 日（日）、場所は県立医科大学	 臨床第 1講義室ま

たは大講堂、メインテーマ等を決定した。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1．精度管理調査について	 	 	 	 

1）平成 26 年度精度管理調査事業の回答を 7月 11 日に締め切った。	 

参加費未納の施設が 8月 15 日で 8施設（参加は 55 施設）あり、電話にて催

促した。これ以前に 2回メールにて催促した。	 
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2）施設別報告書と参加証を 9月 1日に公開した。	 

公開したことの案内を参加施設にメールで連絡した。	 

	 

	 【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 年間計画について	 
研修会を 3回行うこととした。	 

	 

【渉外部】	 

1. 検体検査室の開設届書について	 
必要書類を提出し、近日中に厚生労働省医政局医療関連サービス室長宛に提

出予定である	 

2. 公開講演会について	 
1） 決定したテーマは「あなたの肝臓を守りましょう！」で、サブテーマを
「‐肝臓病のＡＢＣ‐」とした。	 

2） 併設研修会は組織法規部が担当「一般・新入研修会」を開催する。テー
マは「接遇」の予定。検査展の内容は 10 月上旬に会場下見をしてから

決定する。	 

	 

【地域保健事業部】	 

1. 検査と健康展について	 
検査と健康展を 11 月 2 日（日）桜井市芝運動公園にて開催する。その企画書

修正分を日臨技に提出した。	 

	 

【福利厚生部】	 

1．アウトドア同好会について	 

開催日を 11 月 24 日（月・祝日）、場所をハーベストの丘とした。	 

	 	 

【広報部】	 

1. 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2014 年 8 月第 243 号、9月第 244 号を発行した。10 月号は近

畿微生物研修会の内容を掲載する予定である。	 

2. まほろばについて	 
原稿依頼し、原稿が集まっている状況である。広告依頼も8社集まっている。	 

	 

	 【地区担当部】	 

1. 祝弔電について	 
8 月 29 日（金）弔電を 1通送った。	 	 

以上の経過報告を、承認した。	 
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Ⅵ	 会計報告	 

1．7,8月分の収支状況について	 

7,8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. 平成 27 年春の叙勲推薦について	 
昨年同様に山名	 正夫、山本	 慶和、間瀬	 忠氏を 7月 18 日に推薦した。	 

8 月 4 日、県より依頼があり山名氏の申請書類を提出した事を承認した。	 

2. なら糖尿病デー2014 後援名義の使用許可について	 
昨年同様に、後援名義使用および当日の血糖測定等の実務面においても協力す

ることとし、承認した。	 

3. 奈臨技ホームページについて	 
1）個人情報の保護に関する基本方針について	 	 	 	 

ホームページに掲載している、個人情報に関する基本方針および個人情報保

護管理規定を、添付資料のごとく名称の改正を行ったことを、承認した。	 

2）奈臨技入会のすすめについて	 	 	 	 

標記内容について、添付資料のごとく一部訂正したことを承認した。	 

4. 石破	 茂	 自由民主党幹事長を囲む懇親会について	 
標記依頼があり、9月 12 日の懇親会出席を梅木副会長にお願いした。	 

5. 「がん検診を受けよう」奈良県民会議総会の出席について	 	 	 	 
10 月 10 日(金)に奈良県新公会堂で開催され、今田、岡山の出席を承認した。	 

6. 地域ニューリーダー育成講習会受講者推薦について	 	 
日臨技より標記依頼があり、申込み締切が 9月 3日であった。、三役で相談し、

天理よろづ相談所病院の嶋田	 昌司会員を推薦したことを承認した。	 

	 

	 【事務局経理部】	 

1. 予算委員会設置について	 
平成 27 年度予算編成のための、平成 26 年度予算委員会の申請書、名簿が提出

され、承認した。	 

	 	 	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 

1. 第 32 回奈良県医学検査学会公示について	 
	 標記学会公示について別紙資料のとおり公示文書を奈臨技ニュース 10 月号に

掲載することを承認した。	 

	 

	 【学術部	 生涯教育部門担当】	 
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1. 生涯教育委員会について	 
平成 26 年・27 年度の生涯教育委員会が別紙のとおり設置され、承認した。	 

2. 研修会事前参加登録方法について	 
「研修会事前参加登録方法」が日臨技の会員専用ページに掲載されたので、

会員への情報提供として、奈臨技ニュースへの掲載が承認された。	 

	 

【標準化・精度保証施設認証委員会】	 

1. 精度保証施設認証の申請の案内について	 
平成 26 年度精度保証施設認証の申請の案内を、別資料のとおり奈臨技ニュー

スへ掲載する。また精度保証施設認証継続の 7施設には、封書での案内を行

うことが承認された。	 

2. 標準化・精度保証施設認証委員会について	 
平成 26 年度の標準化・精度保証施設認証委員会が別紙のとおり設置され、承

認した。	 

	 	 

【福利厚生部】	 

1. 平成 26 年度	 アウトドアについて	 
平成 26 年度	 アウトドア同好会が別紙資料の通り企画され奈臨技ニュースに

掲載することを承認した。	 	 

	 	 

【その他】	 

1. スタッフジャンパーについて	 
地域保健事業部・堀川理事より、スタッフジャンパー更新について提案があり、

片岡理事が担当することとなった。	 	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1. 第 3回精度管理調査事業推進委員会	 
日時：平成 26 年 10 月 16 日（木）	 18：30～	 

場所：天理よろづ相談所病院	 	 

議題：1)今年度の問題点について	 

2)最終報告書について	 

3）その他	 

2. 第 1回組織法規部講演会等企画委員会	 
日時：平成 26 年 10 月 16 日（木）	 18：30～	 

場所：奈良県総合医療センター	 

議題：1)平成 26 年度	 新入・一般研修会について	 

講演会のテーマおよび講師の決定	 

2)平成 26 年度	 施設代表者、施設連絡責任者会議について	 
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講演会のテーマおよび講師の決定	 

3）その他	 

3. 第 2回組織法規部講演会等企画委員会	 
日時：平成 26 年 11 月 20 日（木）	 18：30～	 

場所：奈良県総合医療センター	 

議題：1）平成 26 年度新入・一般研修会について	 

研修会準備の進捗状況の確認	 

2）平成 26 年度	 施設代表者、施設連絡責任者会議について	 

講演会準備の進捗状況の確認	 

3）その他	 

4. 第 3回組織法規部講演会等企画委員会	 
日時：平成 26 年 12 月 18 日（木）	 18：30～	 

場所：奈良県総合医療センター	 

議題：1）平成 26 年度	 新入・一般研修会について	 

研修会準備の進捗状況の確認	 

2）平成 26 年度	 施設代表者、施設連絡責任者会議について	 

講演会の最終確認	 

3）その他	 

5. 第 4回組織法規部講演会等企画委員会	 
日時：平成 27 年 2 月 5 日（木）	 18：30～	 

場所：奈良県総合医療センター	 

議題：1）平成 26 年度	 新入・一般研修会について	 

研修会準備の最終確認	 

2）その他	 

6. 第 2回生涯教育委員会	 
日時：平成 26 年 9 月	 

場所：近畿大学医学部奈良病院	 

議題：1）「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	 

2）その他	 

7. 第 1回予算委員会（平成 27 年度予算）	 
日時：平成 26 年 11 月 13 日（木）18：00~	 

場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

議題：	 1）平成 27 年度予算方針いついて	 

2）補正予算について	 

3）平成 27 年度予算について	 

4）タイムスケジュールについて	 

5）その他	 
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8. 第 2回予算委員会（平成 27 年度予算）	 
日時：平成 26 年 12 月 11 日（木）18：00~	 

場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

議題：	 1）補正予算について	 

2）平成 27 年度予算について	 

3）その他	 

9. 第 3回予算委員会（平成 27 年度予算）	 
日時：平成 27 年 1 月 10 日（土）13：00~	 

場所：県立医科大学附属病院	 臨床大会議室	 

議題：	 1）平成 27 年度予算（予算調整）について	 

2）その他	 

10.第 4 回予算委員会（平成 27 年度予算）	 

日時：平成 27 年 2 月 12 日（木）18：00~	 

場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

議題：	 1）平成 27 年度予算（答申）について	 

2）その他	 

11.第 1 回標準化・精度保証施設認証委員会	 

日時：平成 26 年 9 月 22 日（月）	 

場所：天理よろづ相談所病院	 北別館	 第 3会議室	 	 

議題：1）基準範囲の進め方について	 

2）精度保証施設認証について	 

3）その他	 

	 

	 

	 

	 	 以上の会議、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 26 年 9 月 11 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 今田	 周二	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 監	 事	 	 	 	 	 山口	 正悟	 


