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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 8 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 26 年 12 月 11 日（木）19:15～20:30	 

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、梅木、吉村、岡山、高田、上杉、岸森、河野、横山、伊東、片岡、

薮内、有本、堀川、中田、高木、工藤、中森、野村理事、道本監事	 

欠 席 者：山下理事、山口監事、岩本外部監事	 	 

議	 	 長：吉村	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 26 年度第 7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 11 月 13 日から平成 26 年 12 月 10 日）	 	 

1. 第 1回予算委員会：11 月 13 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、岡山、
高田、片岡、伊東、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、横山、堀川、岸森、

工藤、山下、中森、野村	 

2. 第 7回通常理事会：11 月 13 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、吉村、
梅木、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、横山、

堀川、岸森、工藤、山下、中森、野村	 

3. 第 3回公開講演会等企画委員会：11 月 14 日（金）／天理医学研究所	 高木、
中田	 

4. 第 3回福利厚生委員会：11 月 18 日（火）／天理よろづ相談所病院	 工藤	 
5. 第 2回組織法規部講演会等企画委員会：11 月 20 日（木）／県総合医療センタ
ー	 中田、中森	 

6. 庶務部会：11 月 20 日（木）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
7. 滋賀県臨床検査技師会	 創立六十周年・法人設立三十周年記念式典：11 月 22

日（土）／琵琶湖ホテル	 今田	 

8. アウトドア同好会：11 月 24 日（月祝）／ハーベストの丘	 今田、岡山、高田、
堀川、岸森、工藤	 

9. 第 3 回生涯教育委員会：11 月 26 日（水）／近畿大学医学部奈良病院	 梅木、
有本	 

10. 奈良県医師会創立記念式典：11 月 27 日（木）／県医師会館	 今田	 
11. 糖尿病予防キャンペーン西日本地区 in 奈良＆なら糖尿病デー2014：11 月 30 日
（日）／奈良県文化会館	 吉村、高田、片岡、横山、中田、山下、工藤、中森、

野村	 

12. 庶務部会：12 月 2 日（火）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
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13. 11 月度会計の確認（税理士同席）：12 月 5 日（金）／町立大淀病院	 上杉	 
14. 奈良県臨床検査協議会実務委員会：12 月 5 日（金）／天理よろづ相談所病院	 今
田、上杉、岸森	 

	 

以上の理事行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．滋賀県臨床検査技師会	 創立六十周年・法人設立三十周年記念式典：11 月 22

日（土）／琵琶湖ホテル	 今田	 

2．奈良県医師会創立記念式典：11 月 27 日（木）／県医師会館	 今田	 

3．糖尿病予防キャンペーン西日本地区 in 奈良＆なら糖尿病デー2014：11 月 30 日

（日）／奈良県文化会館	 吉村、高田、片岡、横山、中田、山下、工藤、中森、

野村	 

4．奈良県臨床検査協議会実務委員会：12 月 5 日（金）／天理よろづ相談所病院	 	 	 

今田、上杉、岸森	 

	 

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回福利厚生委員会：11 月 18 日（火）／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：11 月 14 日（金）／天理医学研究所	 
3. 第 2回組織法規部講演会等企画委員会：11 月 20 日（木）／県総合医療センター	 
4. 第 3回生涯教育委員会：11 月 26 日（水）／近畿大学医学部奈良病院	 
	 

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【会長報告】	 

1. 検体採取に関する厚生労働省指定講習会について	 
表記講習会の案内バナーを、IT 委員会に奈臨技ホームページへの作成依頼をした。	 

2. 日臨技連盟情報について	 
1） 「27 年度予算・税制に関する要望」として以下 3 項目が日臨技、日臨技連盟
の連名で与党に提出されています。	 

① 臨床検査データの精度保証及び標準化事業の予算化	 
② チーム医療推進・在宅医療充実のための臨床検査技師の活用	 
③ 特定検査（輸血・微生物・病理・細胞診・遺伝子）の業務独占化	 

2） 衆議院総選挙立候補者推薦状依頼について	 
自由民主党奈良県第四選挙区の田野瀬太道候補から推薦依頼があり、日臨技連
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盟に推薦を依頼した。	 

3） 日臨技連盟加入促進のため、日臨技同盟ホームページへのリンクバナーを、	 
奈臨技ホームページ会員ページへの作成を IT 委員会に依頼をした。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 「検査説明･相談ができる臨床検査技師育成講習会」後援名義使用依頼について	 
奈良県医師会、奈良県看護協会、奈良県病院協会より後援名義使用許可の回答が

届いた。	 

2. 第 64 回日本医学検査学会演題登録について	 
学会事務局より演題登録締切延長（12 月 14 日）のお知らせがあった。	 

3. 後援名義許可について	 
プライマリ・ケア連合学会、平成 27 年度「なら看護の日フェスタ 2015」の後援

名義許可の回答を送付した。	 

4. 庶務部会について	 
11 月 20 日（木）「検査説明ができる検査技師育成講座」後援依頼を発送した。	 

12 月 2 日（火）奈臨技ニュース 2014 年 12 月第 247 号、「まほろば」第 28 号、新

年交礼会案内の送付を行った。	 

5. 奈臨技 IT 委員会について	 
11 月 19 日（水）に「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」に関するキャ

ッチフレーズ並びにバッジデザインの公募について、のお願いを掲載した。	 

12 月 1 日（月）に奈臨技ニュース 2014 年 12 月第 247 号、第 64 回医学検査学会

演題登録締め切り延長のお知らせ、を掲載した。	 

6. 会員の移動について	 
〔正会員数〕577 名	 （平成 26 年 12 月 1 日現在）新入会累計	 58 名	 

	 前年度 536 名	 継続会員 519 名	 新入会	 2 名	 	 	 再入会	 1 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	 

	 

【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. 施設代表者会議・施設連絡責任者会議について	 
テーマ「メンタルヘルス（仮）」とし、新年初回の理事会と同日にて開催する。

12 月 1 日（月）付けで開催案内を各施設に送付した。	 
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2. 新入・一般研修会について	 
テーマ「接遇（仮）」とし、委員会で準備を進めている。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 座長候補推薦について	 
第 64 回日本医学検査学会	 一般演題座長候補推薦依頼が有り、4分野で各 1名を

推薦した。	 

2. シンポジウム打ち合わせ会について	 
第55回日臨技近畿支部医学検査学会のシンポジウム打ち合わせ会の案内が有り、

全部門長、分野長に案内し、参加者名簿を提出した。	 

	 
【学術部	 精度管理担当】	 

1. 特になし	 
	 

【学術部	 標準化・精度保証施設認証委員会】	 

1. 基準範囲の説明会について	 
基準範囲の説明会開催日を、講師である山本前会長と日程の調整中である。	 

	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 特になし	 
	 

【渉外部】	 

1. 公開講演会について	 
1） 講演会のチラシ 5,000 枚、ポスター200 枚、封筒 1,000 枚、さらに講演会当
日配布予定のボールペン 400 本を確保済み。	 

2） 奈良総合医療センター副総長の菊池先生に紹介された業者や、橿原市役所か
ら無償で、講演会当日に大ホールで上映する映像を借用済み。	 

	 

【地域保健事業部】	 

1. なら糖尿病デ‐2014 について	 
11 月 30 日（日）に糖尿病予防キャンペーン in 奈良&なら糖尿病デー2014 が開催

された。来場者 260 名、自己血糖測定 90 名、検査相談 40 名、超音波検査 69 名

であった。	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 特になし	 
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【福利厚生部】	 

1. アウトドア同好会について	 
11 月 24 日にハーベストの丘で開催し、大人 26 名、子供 4名の参加であった。	 

2. 傷害保険について	 
1） 「アウトドア同好会」の傷害保険に加入した	 
2） 「超音波実技講習会」の傷害保険に加入し、名簿を提出した	 
3） 「なら糖尿病デー2014」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	 2014 年 12 月第 247 号を発行した。	 

2. 会誌「まほろば」について	 
会誌「まほろば」28 巻を発行した。	 

	 

【地区担当部】	 

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	 
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。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

【事務局総務部】	 

1. 奈良県医療推進協議会役員会出席について	 
標記依頼が奈良県医療推進協議会からあり、会長出席で承認された。	 

日時・場所	 平成 26 年 12 月 13 日（土）16 時	 橿原ロイヤルホテル	 

2. 日本プライマリ・ケア連合学会近畿地方会実務委員の協力要請について	 
奈臨技片岡理事を実務委員として派遣することが承認された。	 

3. 平成 27 年度定時総会議案書作成について	 
平成 27 年 5 月 24 日(日)に	 開催する総会の議案書作成にあたり、各部局に平成

26 年度事業報告と平成 27 年	 度の事業計画について、1月中に事務局に提出する

ことを承認した。	 

4. 平成 27 年	 度秋の叙勲推薦について	 
標記の叙勲推薦依頼があり、平成 27 年	 度春の叙勲推薦と同様に、山名	 正夫、	 

山本	 慶和、間瀬	 忠の順で 3名を推薦することを承認した。	 
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【組織法規部】	 

1. 平成 26 年度移行法人向け説明会の開催について	 
奈良県総務部総務課	 公益法人係りより、各移行法人代表理事宛に「平成 26 年

度移行法人向け説明会の開催について（通知）」が届き、上杉、中田理事参加で

承認された。	 

	 

【学術部	 生涯教育部門担当】	 

1. 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」の開催について	 
受講者に送付する資料を別紙のとおり作成し、承認された。	 

	 

【福利厚生部】	 

1. ボウリング同好会について	 
別紙の通り平成 27 年 2 月 20 日（金）トドロキボウルにて行う。奈臨技ニュー

スに載せ参加募集することが承認された。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 4回生涯教育委員会	 
日時：平成 27 年 1 月 8 日（木）	 

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	 

	 

2. 第 4回福利厚生委員会	 
	 日時：平成 27 年 1 月 28 日（水）	 

	 場所：天理よろづ相談所病院	 

	 議題：1）ボウリング大会について	 

	 	 	 	 2）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 12 月 7 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	 	 	 	 	 道本	 実保	 


