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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 10 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 29 年 2 月 9 日（木）18:30～20：05	 

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：吉村、薮内、勝山、高田、小林、、片岡、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、

高木、栗岡、京坂、岸森、東谷、山川、中森、宇山	 

欠	 席	 者：嶋田	 

議	 	 長：吉村	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1. 「平成 28 年度第 9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 29 年 1 月 7 日から平成 29 年 2 月 8 日）	 

1. 第 3回予算委員会：1月 7日（土）／県立医科大学臨床大会議室	 	 吉村、勝山、
薮内、嶋田、高田、小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、高木、栗岡、東谷、

岸森、山川、中森、宇山	 

2. 第 9回通常理事会：1月 7日（土）／県立医科大学臨床大会議室	 	 吉村、勝山、
薮内、嶋田、高田、小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、高木、栗岡、東谷、

岸森、山川、中森、宇山	 

3. 第 1回近畿学会準備委員会：1月 7日（土）／県立医科大学臨床大会議室	 	 吉
村、勝山、薮内、嶋田、高田、小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、高木、

栗岡、東谷、岸森、山川、中森、宇山	 

4. 施設代表者・施設連絡責任者合同会議：1月 7日（土）／県立医科大学臨床大会
議室	 吉村、勝山、薮内、嶋田、高田、小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、

高木、栗岡、東谷、岸森、山川、中森、宇山	 

5. 新年交礼会：1月 7日（土）／和食しらかし	 吉村、勝山、薮内、嶋田、高田、
小林、上杉、中田、倉田、猪田、小谷、高木、栗岡、東谷、岸森、山川、中森、

宇山	 

6. 日本医療マネージメント学会第 12 回奈良支部学術集会：1月 21 日（土）／県社
会福祉総合センター	 吉村	 

7. 日本医療マネージメント学会第12回奈良支部幹事会・運営委員会／1月21日（土）
県社会福祉総合センター	 吉村	 

8. 第 4回組織法規部委員会	 1 月 25 日（水）／県総合医療センター	 中田、中森	 
9. 第 2回奈良県精度管理専門委員会：1月 27 日（金）／県医師会館	 岸森	 
10. 日臨技情勢報告会：1月 27 日（金）／参議院議員会館	 吉村	 
11. 平成 29 年賀詞交換会：1月 27 日（金）／品川ガーデンシティー	 吉村	 
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12. 日臨技全国幹事連絡会議：1月 28 日（土）／日臨技会館	 吉村	 
13. 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会（大阪府）122：1 月 27、28、29 日／
関西医科大学枚方キャンパス	 薮内、倉田	 	 

14. 庶務部会：1月 31 日（火）／天理よろづ相談所病院	 小林	 
15. 第 4回精度管理調査事業推進委員会：2月 2日（木）／天理よろづ相談所病院	 猪
田	 髙木	 

16. 日臨技近畿支部幹事会：2月 4日(土)／大臨技事務所	 吉村、薮内	 
17. 平成 29 年 1 月度会計の確認（税理士同席）：2月 4日（土）／南奈良総合医療セ
ンター	 上杉	 

18. 県知事賞受け取り：2月 8日(水)	 ／奈良県庁	 嶋田	 
	 

以上の理事行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1. 日本医療マネージメント学会第 12 回奈良支部学術集会：1月 21 日（土）／県社
会福祉総合センター	 吉村	 

2. 日本医療マネージメント学会第12回奈良支部幹事会・運営委員会／1月21日（土）
県社会福祉総合センター	 吉村	 

3. 第 2回奈良県精度管理専門委員会：1月 27 日（金）／県医師会館	 岸森	 
4. 日臨技情勢報告会：1月 27 日（金）／参議院議員会館	 吉村	 
5. 平成 29 年賀詞交換会：1月 27 日（金）／品川ガーデンシティー	 吉村	 
6. 日臨技全国幹事連絡会議：1月 28 日（土）／日臨技会館	 吉村	 
7. 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会（大阪府）122：1 月 27、28、29 日
／関西医科大学枚方キャンパス	 薮内、倉田	 	 

8. 日臨技近畿支部幹事会：2月 4日（土）／大臨技事務所	 吉村、薮内	 
9. 県知事賞受け取り：2月 8日(水)	 ／奈良県庁	 嶋田	 
	 

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 3回予算委員会：1月 7日（土）／県立医科大学臨床大会議室	 
2. 第 1回近畿学会準備委員会：1月 7日（土）／県立医科大学臨床大会議室	 
3. 第 4回組織法規部委員会	 1 月 25 日（水）／県総合医療センター	 
4. 第 4回精度管理調査事業推進委員会：2月 2日（木）／天理よろづ相談所病院	 
	 

以上の会議、委員会開催報告を、承認した。	 
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Ⅴ	 経過報告	 

【会長】	 

1. 日臨技情勢報告会及び全国幹事連絡会議について	 
別紙資料の通り説明があった。	 

2. 近臨技支部幹事会について	 
別紙資料の通り説明があった。	 

	 

【副会長	 学術部】	 

1. 座長候補推薦依頼について	 
第 66 回日本医学検査学会一般演題座長候補推薦依頼（免疫血清、臨床化学、血液、

病理）があり、倉田理事に依頼した。	 

2. 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会（大阪府）122	 について	 
実務責任者として倉田理事と参加した。実務員は奈良県から8名、福井県から4名、

受講者 281 名であった。	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 日臨技より	 
1 月 12 日（木）臨床検査技師広報用領布品の取扱についてのお知らせと日臨技

DVT 検診マニュアル贈呈の案内があった。	 

2. 県知事賞について	 
1 月 18 日（水）奈良県に申請中であった、医療業務功労者に対する県知事賞の決

定通知があり、2月 8日（水）県知事賞 3名の賞状を県庁にて受け取った。	 

3. 結核対策について	 
1 月 26 日（木）第 22 回国際結核セミナー、平成 28 年度全国結核対策推進会議の

お知らせがあった。資料あり	 

4. 庶務部会について	 
1 月 31 日（火）奈臨技ニュース 2月号、自由民主を発送した。	 

5. 会員の異動について	 
〔正会員数〕607 名	 （平成 29 年 2 月 1 日現在）新入会累計 40 名	 

前年度 587 名	 継続会員 567 名	 新入会	 1 名	 	 	 再入会	 1 名	 

変更者	 5 名	 （転入 0名、転出 0名、施設変更 5名）退会者	 1 名	 

	 

【事務局経理部】	 	 	 	 	 

1. 平成 29 年度予算案について	 
第 3 回予算委員会にて予算を再確認し平成 29 年度予算の最終案とし承認され、

会長へ答申した。なお、第 3回予算委員会概要記録は別紙の通りである。	 

2. 所得税の納付について	 
1 月 20 日、平成 28 年 7 月から平成 28 年 12 月までの源泉所得税及び復興特別所
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得税の納付手続きを行った。	 

3. 会計処理について	 
1 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. 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	 
来賓、賛助会員、表彰対象者に案内状を送付した。	 

2. 施設代表者・施設連絡責任者合同会議について	 
1 月 7 日（土）県立医科大学臨床大会議室で開催され、参加者は理事を含めて 44

名であった。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 	 

1. 座長候補推薦依頼について	 
第 66 回日本医学検査学会一般演題座長候補推薦依頼があり、免疫血清	 松村（天

理よろづ）、臨床化学	 倉田（奈良医大）、血液	 山口（奈良医大）、病理	 西川

（奈良医大）を推薦した。	 

2. 第 34 回奈良県医学検査学会について	 
第 34 回奈良県医学検査学会	 Ａ4ポスター作成した。	 

3. 日臨技推進事業に関する、申請方法について	 
申請方法フローチャート図を作成した。	 

	 

【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. 平成 28 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	 
1） 開催にあたり，当日の交通費や講演料など事前準備金30万円を、2月 3日（金）
経理部上杉氏に前借りすることを申請し了承を得た。	 

2） 当日担当する生涯委員	 
274200	 小谷	 敦志	 近畿大学医学部奈良病院	 

294276	 有本	 雅美	 近畿大学医学部奈良病院	 

294016	 森嶋	 良一	 奈良県立医科大学付属病院	 

294454	 中島	 久晴	 奈良県総合医療センター	 

294067	 嶋田	 昌司	 天理よろづ相談所病院	 

294422	 吉岡	 明治	 天理よろづ相談所病院	 
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【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. 傷害保険について	 
「平成 28 年度施設代表者・施設連絡責任者合同会議」の名簿を提出した。	 

	 

【広報部】	 

1. 奈臨技ニュースについて	 
奈臨技ニュース	 2017年2月第273号を発行した。	 

	 

【地区担当部】	 

1. 弔電について	 
1 月 16 日（月）県総合医療センター	 西本会員の実父ご逝去につき弔電を送った。	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1. 1月分の収支状況について（別紙当日資料）	 
1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	 	 

【副会長	 学術部】	 

1. 輸血懇話会の共催依頼について 
奈良県赤十字血液センターからの標記依頼を承認した。（資料）	 

	 

【事務局総務部】	 

1. 配布協力施設登録要請について	 
日臨技季刊誌ピペットの一般向け配布協力施設を調査したところ、別紙資料のと

おりであった。前月に引き続き理事施設は配布施設として登録する協力要請を実

施することとなった。	 
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2. 臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会事業について	 
標記について奈良県として日臨技の活動に同調していくことが承認され、来年度

検討することとした。	 

3. 日本糖尿病療養指導士の認定更新について	 
日本糖尿病療養指導士の認定機構より更新に関する要請があり、学術部で別途検

討することが承認された。	 	 

4. 寄付要請について	 
4 月 9 日「子宮頚がんを予防する日」集中キャンペーンの活動資金への寄付要請

が認定 NPO 法人「子宮頸がんを考える市民の会」差出人にてあったが、辞退する

こととした。	 

5. アンケートの回答依頼について	 
日本医学検査学会より第 66 回日本医学検査学会におけるシンポジウムに使用す

るアンケートの回答依頼があり、回答者を吉村会長、高田総務部長とした。	 

6. 病棟業務都道府県調査依頼について	 
標記依頼が日臨技よりあった。施設連絡責任者に配布し集計後日臨技へ返送する

こととした。	 

7. 永年勤務奨励者表彰について	 
創立60周年法人化30周年記念式典での永年勤務奨励者表彰対象者が別紙のとお

り推薦され、承認した。	 

	 

【学術部	 検査研究部門担当】	 

1. 第 34 回奈良県医学検査学会について	 
講師依頼状が作成され、承認した。	 

	 

【学術部	 精度管理担当】	 

1. 平成	 28 年度の精度管理報告書の送付先と印刷部数について	 	 
印刷部数を昨年同様	 250	 冊とすることが承認された。	 	 

	 

【地域保健事業部	 公衆衛生担当】	 

1. 来年度のイベントについて	 
桜井市のイベント（陽だまりフェスタ）を 7月 15 日（土）での、日程確認のメ

ールがあったが、この日程で桜井市での検査展は開催しないこととした。	 

	 

【その他	 片岡理事】	 

1. 奈良県における地域糖尿病療養指導士（CDEL）創設の案内配布について	 
日本において、医師の指示の下、糖尿病患者に療養指導を行う事の出来る医療従事

者に日本糖尿病療養指導士（CDEJ）という資格がある。糖尿病専門医のもと指導す

ることが条件になる。しかし、糖尿病患者は増加傾向にあり、専門医療機関以外の
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地域レベルでの幅広い療養指導・教育啓発活動が求められ、より多くのコメディカ

ルスタッフの育成が必須となっている。他府県ではすでに地域糖尿病療養指導士

（CDEL）が活躍しており、奈良県においても立ち上げることになり、会員に案内の

配布をお願いしたいとの依頼があり承認された。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 	 

1. 第 6回検査研究部門運営委員会	 
日時：平成 29 年 2 月 28 日（火）18 時 30 分より	 

場所：天理医学研究所	 

議題：1）第 34 回奈良県医学検査学会について	 

2）その他	 

	 

2. 第 5回精度管理調査事業推進委員会	 
日時：平成 29 年 3 月 2 日（木）18 時 30 分より	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：1）平成 29 年度の事業内容と予定について	 

	 	 	 2）平成 29 年度の委員について	 

3）その他	 

	 

3. 第 5回組織法規部委員会	 
日時：平成 29 年 3 月 8 日（水）18 時 30 分より	 

場所：県総合医療センター	 

議題：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	 

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 29 年 2 月 9 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	 

	 


