
 1 

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 2020 年度臨時理事会議事録 

 

開催日時：2020 年 5 月 31 日（日）10:30～10:45 

開催場所：奈良県立医科大学 大講堂 

出 席 者：勝山、中田、倉田、嶋田、田中、片岡、柳田、上杉、西原、森嶋、中村、

高木、西川、南田、小林、三角、枡尾、木下、山本 

欠 席 者：小谷 

 

I. 経過報告 

【事務局・総務部】 

1. 2020・21 年度役員について 

2020 年度定時総会にて、2020・21 年度理事が承認された。 

 

II. 議題 

【事務局・総務部】 

1. 会長互選と新理事役割分担ついて 

定款 20条の 2に従い、新理事に会長立候補を求めた結果、勝山 政彦理事の立候

補があり全会一致で承認された。 

勝山会長から副会長及び臨時理事会資料の通り理事の役割分担が提示され承認

された。 

 

【学術部・検査研究部門】 

1.「オンライン研修会等の実施にむけて」 

2020 年 5 月 28 日付で日本臨床検査技師会より「令和 2 年度都道府県技師会主催

研修会・講習会の運用について」の通知があった。（資料あり） 

奈良県臨床検査技師会として学術部検査研究部門運営委員会が中心となり、生涯

教育担当および IT委員会と連携し準備を進めたいので承認された。 

 

 

                2020 年 5 月 31 日 

 

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 

 

        会 長         勝山 政彦 

 

        監 事     西浦 宏和 

 

        監 事     吉岡 明治 
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臨時理事会資料 1 

2020・21 年度 奈臨技役員名簿および役割分担 

【事務所】 〒636-0302  奈良県磯城郡田原本町宮古404-7 
奈良県健康づくりセンター内 
TEL :  0744-32-0230 ㈹ 

【事務局】 〒632-8552  奈良県天理市三島町 200 
天理よろづ相談所病院 臨床検査部内 

TEL : 0743-63-5611 
Fax : 0743-63-1530 

 

　　　　施　設　名 電　話

　　　　住　　　所 ＦＡＸ

会　長 勝山　政彦 大和高田市立病院　 0745-53-2901

290343 〒635-8501  大和高田市礒野北町1-1　 0745-53-2908

副会長 渉外担当 中田　恵美子 奈良県総合医療センター　臨床検査部 0742-46-6001

290016 〒631-0846奈良県奈良市平松1丁目30-1 0742-46-6011

副会長 学術担当 倉田　主税 奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 0744-22-3051

294050 〒634-8522  橿原市四条町840 0744-22-4810

理　事 事務局長 嶋田　昌司 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 0743-63-5611

294067 〒632-8552  天理市三島町200 0743-63-1530

理　事 事務局・総務部長 田中　忍 奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 0744-22-3051

290086 〒634-8522  橿原市四条町840 0744-22-4810

理　事 事務局・庶務部 片岡　美香 奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 0744-22-3051

290365 〒634-8522  橿原市四条町840 0744-22-4810

理　事 事務局・庶務部 柳田　裕起 奈良県総合医療センター　臨床検査部 0742-46-6001

294156 〒631-0846奈良県奈良市平松1丁目30-1 0742-46-6011

理　事 事務局・経理部長 上杉　一義 南奈良総合医療センター　臨床検査部 0747-54-5000

290364 〒638-8551 吉野郡大淀町大字福神8番1 0747-54-5020

理　事 組織法規部長 西原　幸一 市立奈良病院 0742-24-1251

275062 〒630-8305　奈良市東紀寺町1-50-1 0742-22-2478

理　事 学術部 森嶋　良一 奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 0744-22-3051

検査研究部門担当部長 294016 〒634-8522  橿原市四条町840 0744-22-4810

理　事 学術部 中村　彰宏 学校法人　天理よろづ相談所学園　天理医療大学 0743-63-7811

精度管理担当部長 294338 〒632-0018　天理市別所町80-1 0743-62-6211

理　事 学術部 小谷　敦志 近畿大学医学部奈良病院　臨床検査部 0743-77-0880

生涯教育担当部長 274200 〒630-0293  生駒市乙田町1248-1 0743-77-0890

理　事 渉外部長 高木　豊雅 奈良県総合医療センター　臨床検査部 0742-46-6001

294406 〒631-0846奈良県奈良市平松1丁目30-1 0742-46-6011

理　事 地域保健事業部長 西川　武 奈良県立医科大学附属病院 病院病理部 0744-22-3051

294146 〒634-8522  橿原市四条町840 0744-22-4810

理　事 地域保健事業部 南田　貴仁 奈良県西和医療センター　中央臨床検査部 0745-32-0505

・公衆衛生担当部長 709597 〒636-0802  生駒郡三郷町三室1-14-16 0745-32-0517

理　事 広報部長 小林　昌弘 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 0743-63-5611

294218 〒632-8552  天理市三島町200 0743-63-1530

理　事 福利厚生部長 三角　由美 済生会中和病院 0744-43-5001

290266 〒633-0054　桜井市大字阿部323 0744-46-3065

理　事 地区担当（北部） 枡尾　茂 奈良県西和医療センター　中央臨床検査部 0745-32-0505

（兼：渉外部） 290393 〒636-0802  生駒郡三郷町三室1-14-16 0745-32-0517

理　事 地区担当部長（中部） 木下　真紀 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 0743-63-5611

　 294102 〒632-8552  天理市三島町200 0743-63-1530

理　事 地区担当（南部） 山本　賢次 済生会御所病院 0745-62-3585

（兼：事務局経理部） 294163 〒639-2306　御所市三室20 0745-63-2335

監　事 西浦　宏和 大和高田市立病院　臨床技術科 0745-53-2901

274593 〒635-8501  大和高田市礒野北町1-1　 0745-53-2908

監　事 吉岡　明治 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 0743-63-5611

294422 〒632-8552  天理市三島町200 0743-62-5576

cp-yoshi@tenriyorozu.jp

ntakeshi@ naram ed-u.ac.jp

cherry.h.maki@gmail.com

kotani@mail.jss.org

Nptqm860@yahoo.co.jp

katsu.m24@gmail.com

役職 担　　当 氏　　名 e-mail address

emiko.n201@gmail.com

ckurata@naramed-u.ac.jp

poctenri@tenriyorozu.jp

mkataoka@naramed-u.ac.jp

cp-koba@tenriyorozu.jp

ooyodokensa@yahoo.co.jp


