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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 27 年度第 3 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 27 年 6 月 11 日（木）18:00～19:40	 

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

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

有本、中田、高木、横山、堀川、工藤、中森、野村理事、	 

山口、道本監事	 

欠	 席	 者：山下理事	 

議	 	 長：今田	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 27 年度定時総会議事録」の確認	 
2. 「平成 27 年度第 2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（平成 27 年 5 月 7 日から平成 28 年 6 月 10 日）	 

1. 第 2回通常理事会：5月 7日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、梅木、吉
村、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、堀川、

岸森、工藤、中森、山下、野村	 

2. 公開講演会講師依頼のため訪問：5月 15 日（金）／きょう心のクリニック	 吉
村、高木	 

3. 日臨技都道府県技師会専用サイト新会員システムの運用開始説明会：5月 16 日
（土）／福岡サンパレス	 梅木	 

4. 日臨技定時総会事前打ち合わせ会：5月 22 日（金）／日臨技会館	 吉村	 
5. 日臨技定時総会：5月 23 日（土）／大森東急 REI ホテル	 今田、吉村	 
6. 日臨技連盟執行委員会：5月 23 日（土）／大森東急 REI ホテル	 今田	 
7. 県立医科大学開学 70 周年記念式典：5月 23 日（土）／橿原ロイヤルホテル	 梅
木	 

8. 第 32 回奈良県医学検査学会：5月 24 日（日）／県立医科大学	 今田、梅木、
吉村、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、中森、山下、野村	 

9. 平成 27 年度奈臨技定時総会：5月 24 日（日）／県立医科大学	 今田、梅木、
吉村、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、中森、山下	 

10. 第 2回検査研究部門運営委員会：5月 24 日（日）／県立医科大学	 梅木、薮内	 
11. 健康づくり理事会：6月 2日／健康づくりセンター	 今田	 
12. 庶務部会：5月 29 日（金）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
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13. 第 1回精度管理調査事業推進委員会：6月 3日（水）／天理よろづ相談所病院	 
河野、伊東、高木	 

14. 5 月度会計の確認（税理士同席）：6月 4日（木）／町立大淀病院	 上杉	 
	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 公開講演会講師依頼のため訪問：5月 15 日（金）／きょう心のクリニック	 吉
村、高木	 

2. 日臨技都道府県技師会専用サイト新会員システムの運用開始説明会：5月 16 日
（土）／福岡サンパレス	 梅木	 

3. 日臨技定時総会事前打ち合わせ会：5月 22 日（金）／日臨技会館	 吉村	 
4. 日臨技定時総会：5月 23 日（土）／大森東急 REI ホテル	 今田、吉村	 
5. 日臨技連盟執行委員会：5月 23 日（土）／大森東急 REI ホテル	 今田	 
6. 県立医科大学開学 70 周年記念式典：5月 23 日（土）／橿原ロイヤルホテル	 梅
木	 

7. 健康づくり理事会：6月 2日／健康づくりセンター	 今田	 
	 

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 2回検査研究部門運営委員会：5月 24 日（日）／県立医科大学	 
2. 第 1回精度管理調査事業推進委員会：6月 3日（水）／天理よろづ相談所病院	 
3. 第 1回生涯教育委員会：6月 3日（水）／近畿大学医学部奈良病院	 
	 

以上の会議、委員会報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【会長報告】	 

1. 日臨技定時総会について	 
総会は過半数の議決権行使と委任で成立しましたが、定足数が 3分の 2に足りず

定款改定には至らなかった。	 

	 

【副会長報告】	 

1. 日臨技都道府県技師会専用サイト新会員システムの運用開始説明会について	 
平成27年 6月 29日から運用開始される上記システムについての取り扱い説明が

あった。詳細は別紙資料を参照してください。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 春の叙勲について	 
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山名元奈臨技会長が奈臨技推薦にて平成27年度春の叙勲瑞宝双光章を受章され、

祝賀会の開催を申し入れたが、辞退されたため、記念品を総会にて贈呈した。	 

2. 平成 27 年度奈臨技定時総会について	 
議案すべて特に異論なく承認された。	 

3. 法人登記について	 
岩本監事の辞任に伴い、前田司法書士に依頼し、4月 30 日に法人登記を完了した。	 

4. 2016 年版	 奈良県年鑑原稿依頼について	 
標記の依頼が奈良新聞社からあり、昨年同様に三役の名簿を送付した。	 

5. 平成 27 年度奈良県臨床検査技師会役員名簿について	 
標記役員名簿を日臨技に送付した。	 

6. 平成 27 年度日臨技助成金について	 
今年度の日臨技助成金について通知が届きました。関係理事は確認して下さい。	 

（別紙資料参照）	 

7. 日臨技会員管理アクセス権限登録変更について	 
5 月 27 日に標記の登録変更を行ったので、間違っている場合は事務局まで連絡下

さい。	 

8. 庶務部会について	 
5 月 29 日（金）に奈臨技ニュース 6月第 253 号を発送した。	 

9. 奈臨技 IT 委員会について	 
6 月 1 日（月）に奈臨技ニュース 6月第 253 号を掲載した。	 

10. 会員の異動について	 
〔正会員数〕576 名	 （平成 27 年 6 月 1 日現在）新入会累計 13 名	 

前年度 572 名	 継続会員 563 名	 新入会	 6 名	 	 	 再入会	 1 名	 

変更者	 12 名	 （転入 2名、転出 3名、施設変更 7名）退会者	 5 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
5 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. 「公益目的支出計画実施報告書等の提出」について	 
一般社団法人移行後の第 3回目の「公益目的支出計画実施報告書等の提出」を 5

月 28 日に、中嶋行政書士事務所より奈良県に提出された。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 奈良県医学検査学会準備について	 
1） 事務局に第 32 回奈良県医学検査学会の座長担当者に、依頼文および担当演題
抄録の発送を依頼した。	 
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2） （有）Ｙ・プリントに第 32 回奈良県医学検査学会抄録の印刷を依頼した。	 
2. 第 32 回奈良県医学検査学会について	 
標記の学会を、5月 24 日、奈良県立医科大学大講堂にて開催した。会計報告は別

紙資料参照。	 

一般演題 13 演題、ランチョンセミナー1演題、特別講演 1演題、シンポジウム 3

演題で行ない、参加人数は正会員 145 名、学生 5名、賛助会員 16 名、非会員（申

請中）5名の計 171 名であった。	 

会長賞ならびに学術奨励賞	 

○会長賞	 

『染色体異常検出率からみた分析技術の評価』	 

中川	 美穂	 （天理よろづ相談所病院医学研究所）	 

○学術奨励賞	 

『全血と血清におけるカリウム値の差異について』	 

田畠	 歩	 （奈良県立医科大学附属病院）	 

『当院における検体搬送システムの紹介と使用経験』	 

谷口	 恵里	 （奈良県立医科大学附属病院）	 

	 以上に決定した。	 

3. 第 2回検査研究部門運営委員会について	 
平成 28 年、第 33 回奈良県医学検査学会開催に向けて年間計画等を話し合った。

（議事録は別紙資料参照）	 

4. 奈臨技ニュース、奈臨技ホームページ掲載について	 
日臨技近畿支部輸血研修会の案内をお願いした。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1． 精度管理調査について	 
精度管理調査事業の申し込みは 57 施設（前年度比較 2 施設増）で 6 月 1 日に受

付を終了した。2施設増の内訳は「社会福祉法人恩賜財団済生会	 御所病院」と「医

療法人医誠会	 橿原リハビリテーション病院」でした。	 

	 

【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． 平成 27 年度公開講演会講師依頼について	 
姜	 昌勲先生（きょう心のクリニック院長）に講師依頼し、承諾を得た。	 
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【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． がん撲滅のための検査展開催について	 
検査展の日程と場所を決定した。	 

日時：平成 27 年 9 月 13 日（日）	 

場所：橿原アルル	 

	 

【福利厚生部】	 

1． 傷害保険について	 
奈臨技定時総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	 2015 年 6 月第 253 号を発行した。	 

	 

【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. 5月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
	 
5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. 健康づくり財団理事の役員推薦について	 
任期満了に伴う役員推薦依頼があり、推薦期限が奈臨技理事会に間に合わないた

め三役決裁で引き続き理事に今田会長を推薦することが承認された。	 

2. 「チーム医療実践セミナー京都 2015」後援名義使用依頼について	 
京臨技より標記の依頼があり、後援名義使用が承認された。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 平成 27 年度組織法規部委員会設置について	 
組織法規部委員会設置が別紙のとおり承認された。	 
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【学術部	 検査研究部門】	 

1. 検査研究部門運営委員会の設置について	 
平成 27 年度の検査研究部門運営委員会の設置について別紙のとおり承認された。	 

2. 平成 28 年度第 33 回奈良県医学検査学会について	 
第 2回検査研究部門運営委員会において平成 28 年 5 月 22 日（日）開催で提案さ

れたが、定時総会準備との兼ね合いで 5月 29 日（日）で調整となり来月に持越し

となった。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1． 精度管理調査について	 
生理検査部門で検査件数、担当人数等のアンケートを実施することが承認された。

なお、兼任で行っている施設でも回答し易い形式にするようにとの意見があった。	 

	 

【地域保健事業部】	 

1． 「ふれあい・いきいき祭」について	 
平成 27 年度橿原市「ふれあい・いきいき祭」が 11 月 22 日（日）に開催される。

例年通り参加する事が承認された。	 

	 

【広報部】	 

1. 会誌『まほろば』について	 
2015 年会誌『まほろば』Vol.29 通巻 106 号の執筆依頼と広告掲載申込み文書につ

いて、書式が承認された。（別紙資料参照）	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 2回精度管理調査事業推進委員会	 
日時：平成 27 年 6 月 29 日（月）18：30 より	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 

	 	 議題：1）精度管理調査実施の試料配布準備について	 

2)	 今後の予定について	 

3）その他	 

	 

2. 第 3回	 検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 27 年 6 月 16 日（火）18：30 より	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：1）第 33 回奈良県医学検査学会の学会テーマと運営形態について	 

2）その他	 

	 

3. 第 4回	 検査研究部門運営委員会	 
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日時：平成 27 年 9 月 15 日（火）18：30 より	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：1）第 33 回奈良県医学検査学会の企画・特別講演テーマ・依頼者等に	 

	 	 	 	 ついて	 

2）その他	 

	 

4. 第 5回	 検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 27 年 10 月 20 日（火）18：30 より	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：1）第 33 回奈良県医学検査学会の公示日、演題登録・抄録の締切日等	 

	 	 	 	 について	 

2）その他	 

	 

5. 第 6回	 検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 28 年 2 月 16 日（火）18：30 より	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：1）第 33 回奈良県医学検査学会のの演題登録状況等について	 

2）その他	 

	 

6. 平成 28 年度第 1回	 検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 28 年 4 月 19 日（火）18：30 より	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：1）第 33 回奈良県医学検査学会の役割分担等について	 

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 27 年 6 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	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 監	 事	 	 	 	 	 道本	 実保	 

	 


