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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 28 年度第 6 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 28 年 10 月 13 日（木）18:30～19：40	 

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：薮内、勝山、嶋田、高田、片岡、小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、

高木、京坂、栗岡、岸森、東谷、山川、中森、宇山	 

欠	 席	 者：吉村	 

議	 	 長：勝山	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 28 年度第 5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 9 月 8 日から平成 28 年 10 月 12 日）	 	 

1. 第 5回通常理事会：9月 8日（木）／県立医科大学附属病院	 吉村、勝山、薮内、
嶋田、高田、小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、高木、京坂、栗岡、岸森、

東谷、山川、中森、宇山	 

2. 第 2回組織法規部委員会：9月 14 日（水）／県総合医療センター	 中田、中森	 
3. 第 5回全国「検査と健康展」準備委員会：9月 15 日（木）／天理医学研究所	 	 	 	 吉
村、勝山、中田、高木、栗岡	 

4. 大臨技法人設立 30 周年、技師会創立 65 周年記念式典並びに記念祝賀会：9 月
17 日（土）／大阪ベイタワーホテル	 吉村	 

5. 奈良市自治会役員会：9月 21 日（水）／奈良市役所北棟 6階	 吉村、勝山、中
田	 

6. 平成 28 年度「がん撲滅のための検査展」：9月 22 日（木祝）／イオンモール橿
原 3F イオンホール	 勝山、嶋田、栗岡、岸森、中森、宇山	 

7. 庶務部会：9月 29 日（木）／天理よろづ相談所病院	 小林	 
8. 第 5回検査研究部門運営委員会：10 月 4 日（火）／天理医学研究所	 倉田	 
9. 第 2回奈良県臨床検査協議会実務委員会：10 月 6 日（木）／天理よろづ相談所
病院	 吉村、勝山、嶋田、上杉、倉田、猪田、岸森	 

10. 全国「検査と健康展」会場下見：10 月 7 日（金）／なら 100 年会館	 吉村、勝
山、高田、嶋田、中田、高木、栗岡、京坂、東谷	 

11. 平成 28 年 9 月度会計の確認（税理士同席）：10 月 10 日（月）／南奈良総合医療
センター	 上杉	 

	 

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. 第 5回全国「検査と健康展」準備委員会：9月 15 日（木）／天理医学研究所	 	 	 	 吉
村、勝山、中田、高木、栗岡	 

2. 大臨技法人設立 30 周年、技師会創立 65 周年記念式典並びに記念祝賀会：9 月
17 日（土）／大阪ベイタワーホテル	 吉村	 

3. 奈良市自治会役員会：9月 21 日（水）／奈良市役所北棟 6階	 吉村、勝山、中
田	 

4. 平成 28 年度「がん撲滅のための検査展」：9月 22 日（木祝）／イオンモール橿
原 3F イオンホール	 勝山、嶋田、栗岡、岸森、中森、宇山	 

5. 第 2回奈良県臨床検査協議会実務委員会：10 月 6 日（木）／天理よろづ相談所
病院	 吉村、勝山、嶋田、上杉、倉田、猪田、岸森	 

6. 全国「検査と健康展」会場下見：10 月 7 日（金）／なら 100 年会館	 吉村、勝
山、高田、嶋田、中田、高木、栗岡、京坂、東谷	 

	 

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回組織法規部委員会：9月 14 日（水）／県総合医療センター	 	 
2. 第 5回検査研究部門運営委員会：10 月 4 日（火）／天理医学研究所	 
	 

以上の会議、委員会開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

【事務局総務部】	 

1. 自然災害における被災会員に対する共済金等の支給申請手続きについて	 
9 月 20 日（火）日臨技よりお知らせがあった。メールにて配信済みではあるが、

再度周知下さい。（資料あり）	 

2. 発翰文書の追加について	 
9 月 20 日（火）検査と健康展、橿原健康祭りの追加発翰文を発行した。	 

3. 学術集会演題募集のお知らせについて	 
9 月 20 日（火）日本マネジメント学会奈良支部学術集会演題募集のお知らせがあ

った。（資料あり）	 

4. 奈臨技技師会名入りの封書を使用する際について	 
問い合わせ先を記載した文を掲載するようにお願いします。不明の場合は健康づ

くりへ問い合わせが行き、混乱することがありました。	 

5. 献血血液の研究開発等に関する指針に基づく公募の実施について	 
10 月 6 日（木）標記お知らせがありました。（資料あり）	 

6. 院内感染対策講習会（厚労省主催）について	 
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奈良県医療政策部より標記お知らせがありました。	 

7. 庶務部会について	 
9 月 29 日（木）に奈臨技ニュース 9月第 268 号、検査と健康展チラシ・ポスター、

来年度全国学会ポスターを発送した。	 

8. 会員の異動について	 
〔正会員数〕606 名	 （平成 28 年 10 月 1 日現在）新入会累計 37 名	 

前年度 587 名	 継続会員 569 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	 0 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 会計処理について	 
9 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. 平成 28 年度	 施設代表者、施設連絡責任者合同会議について	 
平成 29 年 1 月 7 日（土）15：30～（予算委員会・理事会後）	 

会	 場：奈良県立医科大学	 臨床医学研究棟	 １F	 臨床大会議室	 

テーマ：リスクマネジメント	 「検査室のリスク管理から品質保証へ」	 

講演者：	 株式会社エイアンドティー	 	 

委員会にて準備している。	 

2. 平成 28 年度	 新入・一般会員研修会について	 
平成 28 年 11 月 12 日（土）15：20～全国「検査と健康展」の講演後	 

会	 場：なら 100 年会館	 大ホール	 

テーマ：「明日から活かせるコーチング」	 

講演者：	 フランクリン・コヴィージャパン(株)特別プログラム	 認定講師	 

(財)生涯学習開発	 財団認定コーチ	 鈴木	 孝	 先生	 

対象会員 62 名の所属施設に出欠確認はがきを同封し案内状送付した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 検査研究部門運営委員会について	 
第 34 回奈良県医学検査学会テーマは「こんなところに臨床検査技師！」と学会

運営形態について話し合った。（議事録参照）	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1． 精度管理調査について	 
奈臨技サーベイの施設別報告書が 3施設閲覧、印刷ができなかった。日臨技にお

願いした	 
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【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. 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. 平成 28 年「がん撲滅の為の検査展」について	 
昨年同様	 健康チェック	 臨床検査体験として血糖測定、加速度脈波測定、骨密

度測定、血圧測定、病理組織顕鏡。他パネル展示、リーフレット配布しました。

来場者；約 430 名	 

	 

【福利厚生部】	 

1. 傷害保険について	 
1） 「がん撲滅のための検査展」の傷害保険に加入し、名簿を提出した	 
2） 「ふれいあい・いきいき祭」の傷害保険に加入した	 

	 

【広報部】	 

1． 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2016年10月第269号を発行した。	 

1. まほろばについて	 
原稿はもう少しで集まります。広告は、12 社です。	 

	 

【地区担当部】	 

1. 実務委員の選出について	 
1） 全国「検査と健康展」実務委員 61 名選出（北中南部地区）	 
	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 9月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
9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。	 
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Ⅶ	 議題	 	 

【副会長】	 

1. 検体採取講習会について	 
11 月 12 日（土）・13 日（日）検体採取講習会の会場下見と実務委員体験に薮内

副会長、倉田理事を派遣することが承認された。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 第 12 回日本医療マネジメント学会奈良支部学術集会について	 
標記学会より寄付金の申し込みがあり、例年通り寄付することを承認した。（資料あり）	 

2. 日臨技主催、地域ニューリーダー研修会の参加者推薦について	 
標記推薦依頼があり、奈良総合医療センターの斉藤	 真裕美会員を推薦することを承認した。	 

3. 全国「検査と健康展」について	 
1） 天理医療大学 3回生 11 名を実務委員として参加してもらうことを承認した。	 
2） 全国「検査と健康展」準備委員会より、全理事が実務委員として参加するよう要
請があり、各セクションの責任者として運営にかかわることになる可能性も

あることが報告され、承認された。	 

3） （株）じほう報道局より、取材依頼があり吉村会長に引き受けてもらうこと
が承認された。	 

4. 臨床検査同学院からの案内について	 
緒方富雄賞受賞式案内（小松	 方会員）と、次年度 2 級試験、緊急検査士試験の

お知らせを HP、奈臨技ニュースへの掲載依頼があり、掲載を承認した。	 

5. 平成 30 年度（2018）近畿学会について	 
近畿学会の準備委員会設置について承認された。 
6. 第 36 回近畿支部臨床検査大会について	 
標記大会の案内があり、吉村会長が参加する事が承認された。	 

	 

	 

【組織法規部】	 

1. 奈臨技法人設立 30 周年・創立 60 周年記念式典の開催について	 
本年度は奈臨技法人設立 30 周年・創立 60 周年に当たり、記念式典を開催するこ

とが承認された。	 

	 

【学術部	 生涯教育担当】	 

1. 生涯教育委員会の設置について	 
平成 28・29 年度生涯教育委員会が別紙の通り設置され，承認した。	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 
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1. 平成 28 年度「桜井市福祉イベント」の開催について	 
11 月 20 日（日）「桜井市福祉イベント」に参加する事が事後承認された。	 

機器の手配は、血糖測定；5台 300 件	 アボット、加速度脈派測定	 1 台	 

骨密度測定器	 未定、リーフレット	 J＆J で進めている。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 1回生涯教育委員会	 
日時：平成 28 年 10 月 19 日（水）	 

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座」について	 

2）その他	 

	 

2. 第 2回地域保健事業部公衆衛生委員会	 
日時：平成 28 年 10 月 28 日（金）	 

場所：桜井市市役所	 

議題：1）平成 28 年桜井市福祉イベントについて	 

2）その他	 

	 

	 

	 	 以上の、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 28 年 10 月 13 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

会	 長	 	 	 	 	 吉村	 豊	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 監	 事	 	 	 	 	 吉岡	 明治	 


