
	 1	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 28 年度第 1 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 28 年 4 月 14 日（木）18:00～19：20	 

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

出	 席	 者：今田、吉村、岡山、高田、上杉、伊東、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	 

欠	 席	 者：梅木	 

議	 	 長：吉村	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 27 年度第 11 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 28 年 3 月 10 日から平成 28 年 4 月 13 日）	 	 

1. 第 11 回通常理事会：3月 10 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、吉村、梅
木、岡山、伊東、高田、片岡、上杉、中田、薮内、河野、有本、高木、横山、

堀川、岸森、中森、野村	 

2. 奈良県精度管理専門委員会：3月 10 日（木）／県立医科大学厳橿会館	 岸森	 
3. 第 8回検査研究部門運営委員会：3月 15 日（火）／天理医学研究所	 今田、薮
内	 

4. 健康づくり財団理事会：3月 24 日（木）／健康づくりセンター	 今田	 
5. 庶務部会：3月 31 日（木）／天理よろづ相談所病院	 伊東	 
6. 宮島会長挨拶回り：4月 5日（火）／県立医科大学附属病院、済生会中和病院、	 
天理よろづ相談所病院、奈良県総合医療センター	 岡山	 

7. 残高証明書発行手続：4月 7日（木）／奈良地方法務局橿原出張所、南都銀行天
理支店、ゆうちょ銀行天理郵便局	 上杉	 

8. 平成 28 年度第 1回検査研究部門運営委員会：4月 7日（火）／天理医学研究所	 
今田、梅木、薮内	 

9. 平成 28 年 3 月度会計の確認（税理士同席）：4月 9日（土）／南奈良総合医療セ
ンター	 上杉	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 奈良県精度管理専門委員会：3月 10 日（木）／県立医科大学厳橿会館	 岸森	 
2. 健康づくり財団理事会：3月 24 日（木）／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。	 
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Ⅳ	 会議、委員会等開催報告	 

1. 第 8回検査研究部門運営委員会：3月 15 日（火）／天理医学研究所	 	 
2. 平成 28 年度第 1回検査研究部門運営委員会：4月 7日（火）／天理医学研究所	 	 
	 

以上の会議、委員会報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【事務局総務部】	 

1. 平成 27 年度日臨技各賞受賞者について	 
標記受賞者が決定いたしました。（資料）	 

2. 平成 28 年度定時総会役員選出について	 
4 月 11 日（月）に総会役員（議長２名、書記２名、資格審査委員 3 名、受付 3

名）の選出を、地区理事にお願いした。	 

3. 個人献金のお願いについて	 
日臨技宮島会長より、今後の選挙活動を継続するには、会員皆様のご支援・ご援

助のお願い文が届きました。是非ともご協力の程、宜しく是非ともご協力の程、

宜しくお願いします。（資料）	 

4. 奈臨技 IT 委員会について	 
4 月 1 日（金）に奈臨技ニュース 2016 年 4 月第 263 号を掲載した。4月 5日（火）

に第 8,9 回通常理事会議事録を、4月 11 日（月）に平成 28 年度日臨技近畿支部

微生物検査研修会開催案内を掲載した。	 

5. 会員の異動について	 
〔正会員数〕576 名	 （平成 28 年 4 月 1 日現在）新入会累計 1名	 

前年度 587 名	 継続会員 570 名	 新入会	 1 名	 	 再入会	 0 名	 

変更者	 7 名	 （転入 5名、転出 2名、施設変更 0名）退会者	 15 名	 

	 

【事務局経理部】	 

1. 会計処理について	 
税理士千足氏と打合せの上、3月度会計の処理および平成 27 年度決算報告書作成

についての確認を行った。	 

	 

【組織法規部】	 

1. 特になし	 
	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 第 33 回奈良県医学検査学会について（議事録、資料参照）	 
1） 第 8 回検査研究部門運営委員会にて、講演者、タイムスケジュール、実務
委員の確認等を行なった。	 
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2） 実務委員名簿を事務局に送信し、委嘱状の作成を依頼した。	 
3） 平成 28 年度第 1回検査研究部門運営委員会にて、実務委員も参加の上各担
当業務の確認等を行なった。	 

4） 総演題数 14 題の登録を確認の上、演題の発表順、座長、発表評価担当委員
司会者等について協議した。	 

2. 日臨技近畿支部	 微生物検査研修会について	 
研修会案内文の、奈臨技ニュース、奈臨技ホームページへの掲載を依頼した。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1. 平成 27 年度精度管理報告書について	 
精度管理の報告書を発送した。	 

2. 平成 28 年度の精度管理調査について	 
1） 平成 28 年度の「精度管理調査」と「長期維持調査」を行うため、日臨技精度
管理システムの使用申請を行った。	 

2） 28 年度の精度管理調査の変更点は、血液で白血球分画 3項目の追加、生理部
門は神経に加え、機能分野、画像分野が追加される。病理はフォトサーベイ

から染色サーベイに変更する。	 

	 

【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． 「平成 27 年度	 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	 
3 月 5 日（土）・6日（日）の 2日にわたって開催された上記講習会の決算報告書

を作成し日臨技に提出した。（資料）	 

	 

【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. 特になし	 
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【広報部】	 

1． 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2016年4月第263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. 3月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
3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」の新聞広告掲載について	 
標記イベントのサンケイ新聞広告の協力依頼について、例年掲載していることで

あり、県民に当会を広報できる機会でもあるため、掲載を承認した。	 

2. スタッフジャンパーの洗濯について	 
毎回使用後にクリーニングし収納することとした。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1. 精度管理調査について	 
平成 28 年度「精度管理調査」と「精確性の長期維持調査」の実施の案内を承認し

た。（資料あり）この案内を奈臨技ニュース 5月号へ掲載および昨年の参加施設に

も配布する。	 

	 

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	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 4 月 14 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	 


