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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 9 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 28 年 1 月 9 日（土）15:00～16:45	 

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、吉村、梅木、岡山、高田、上杉、片岡、中田、薮内、河野、有本、

高木、横山、堀川、岸森、工藤、中森、山下、野村理事	 

道本監事	 

欠	 席	 者：伊東	 

議	 	 長：岡山	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 27 年度第 8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 12 月 10 日から平成 28 年 1 月 8 日）	 

1. 第 8回通常理事会：12 月 10 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、吉村、岡
山、高田、伊東、片岡、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 2回予算委員会：12 月 10 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、吉村、岡
山、高田、伊東、片岡、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回組織法規部委員会：12 月 17 日(木)／県総合医療センター	 中田、中森	 
4. 奈良県医療推進協議会役員会：12 月 19 日（土）／奈良商工会議所	 今田	 
5. 明日の奈良県の医療を考える会：12 月 19 日（土）／奈良商工会議所	 今田、吉
村、岡山、中田、中森	 

6. 公開講演会最終打ち合わせ：12 月 25 日（金）／きょうこころのクリニック	 	 吉
村、高木	 

7. 平成 28 年度日臨技全国「検査と健康展」会場の予約及び打ち合わせ：12 月 25
日（金）／なら 100 年会館	 吉村、髙木	 

8. 庶務部会：12 月 25 日（金）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
9. 平成 27 年 12 月度会計の確認（税理士同席）：1月 6日（水）／町立大淀病院	 	 上
杉	 

10. 第 4回公開講演会委員会：1月 7日(木)／天理よろづ相談所病院	 吉村、中田、
高木	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 奈良県医療推進協議会役員会：12 月 19 日（土）／奈良商工会議所	 今田	 
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2. 明日の奈良県の医療を考える会：12 月 19 日（土）／奈良商工会議所	 今田、
吉村、岡山、中田、中森	 

3. 公開講演会最終打ち合わせ：12 月 25 日（金）／きょうこころのクリニック	 	 吉
村、高木	 

4. 平成 28 年度日臨技全国「検査と健康展」会場の予約及び打ち合わせ：12 月 25
日（金）／なら 100 年会館	 吉村、髙木	 

	 

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 3回組織法規部委員会：12 月 17 日(木)／県総合医療センター	 
2. 第 4回公開講演会委員会：1月 7日(木)／天理よろづ相談所病院	 
	 

以上の会議、委員会報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【会長】	 

1. 衛生検査所•調査指導員の選出について	 
医療関連サービス振興会より日臨技に依頼があった衛生検査所•地区委員会調査

指導員に、畑中	 徳子会員（天理よろづ相談所病院）を選出した。	 

	 

【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 35 回「福見秀雄」賞および第 51 回「小島三郎記念技術賞」推薦について	 
公益財団法人黒住医学研究振興財団より標記事項について依頼があり、検査研究

部門担当部長に推薦を依頼した。	 

3． 平成 27 年度「認定認知症領域検査技師指定講習会案内」について（資料）	 
日臨技より 2月 20 日、21 日に開催される標記講習会案内が届いたので、HP に掲

載依頼した。	 

4． 庶務部会について	 
12 月 25 日（金）に奈臨技ニュース 1月第 260 号、第 33 回奈良県医学検査学会公

示、会誌まほろば Vol.29	 通巻 106 号を発送した。	 

5． 奈臨技 IT 委員会について	 
1 月 1 日（金）に奈臨技ニュース 1月第 260 号、日臨技「認定認知症領域検査技

師第 2回指定講習会」の案内、1月 4日（月）に日臨技「平成 27 年度先駆的チー

ム医療実践講習会」の案内を掲載した。	 
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6． 会員の異動について	 
〔正会員数〕594 名	 （平成 28 年 1 月 1 日現在）新入会累計 37 名	 

前年度 572 名	 継続会員 557 名	 新入会	 0 名	 	 	 再入会	 0 名	 

変更者	 0 名	 （転入 0名、転出 0名、施設変更 0名）退会者	 2 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 平成 28 年度予算案編成について	 
第2回予算委員会にて各部局からの予算申請を審議し修正した。修正予算案は、

経理部で整理し第3回予算委員会で提示することとした。なお、第2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	 
12 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・施設連絡責任者会議の内容について	 
日臨技宮島会長による「組織強化セミナー」を 2月 14 日（日）14:00 から開催。

引き続き、技師連盟セミナーを今田会長に講演していただく。	 

2. 平成 27 年度新入・一般研修会について	 
別紙議事録のとおり決定した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 平成 28 年度第 33 回奈良県医学検査学会の公示文書を事務局ならびに広報部に
送り、印刷と掲載を依頼した。	 

2. 福見秀雄賞、小嶋三郎記念技術賞の推薦依頼を、各部門長、分野長に呼び掛け、
募集した。	 

3. 平成 28 年度日臨技近畿支部学会（和歌山）の、演題募集の案内、座長推薦の案
内を各分野長、部門長に配信した。	 

4. 日臨技主催チーム医療実践講習会の案内、近畿支部臨床化学分野研修会の開催
案内を広報部、ホームページ委員会に掲載依頼した。	 

	 

【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	 
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【渉外部】	 

1. 公開講演会について	 
12 月 25 日（金）に講師のきょうこころのクリニック院長を訪問し、講演会の内

容について最終確認を行った。	 

2. 平成 28 年度日臨技全国「検査と健康展」について	 
12 月 25 日（金）になら 100 年会館事務担当者と平成 28 年 11 月開催予定の日臨

技全国「検査と健康展」会場の予約及び打ち合わせを行った。	 

	 

【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． ボウリング同好会について	 
奈臨技ニュース 1月号にお知らせを掲載し、参加募集した。	 

	 

【広報部】	 

1． 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2016年1月第260号を発行した。	 

2． 会誌まほろばについて	 
会誌まほろば	 Vol.29	 通巻106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. 12月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
	 
12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． 「なら看護の日フェスタ 2016」後援名義使用依頼について	 
奈良県看護協会より平成 28 年 5 月 14 日（土）近鉄百貨店・橿原店で開催される
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「なら看護の日フェスタ 2016」の後援（名義使用）の依頼を事後承認した。	 

2． 奈良県臨床検査技師会スタッフジャンパーについて（当日資料）	 
背中と左胸の 2か所に入れるデザインを検討した。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 施設代表者・施設連絡責任者会議の一般会員参加について	 
今回は日臨技宮島会長の講演であり、多くの会員にも聞いていただきたい内容な

ので一般会員の参加許可と、奈臨技ニュースにて参加を募ることを承認した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 奈良輸血懇話会の共催について	 （資料）	 
毎年、奈良県赤十字血液センターが主催している“輸血懇話会”を、今年度は、

奈良県臨床検査技師会：輸血・移植分野との共催と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. 第 3回生涯教育委員会	 
日時：平成 28 年 1 月 19 日（火）18：30 より	 

	 	 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回精度管理調査事業推進委員会	 
日時：平成 28 年 2 月 4 日（木）18：30 より	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 	 

	 	 議題：1）平成 27 年度最終報告書について	 	 	 	 	 	 

2）平成 28 年度の事業予定について	 

3）その他	 

	 

3. 第 5回公開講演会等企画委員会	 
日時：平成 28 年 2 月 17 日（水）	 

場所：天理医学研究所	 

議題：1)最終準備について	 

	 	 	 2)その他	 

	 

	 

	 

	 

	 	 その他、審議事項なし	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 1 月 9 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	 

	 


