
2020 年度第 10 回通常理事会 

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 2020 年度第 10 回通常理事会議事録  

開催日時：2021 年 2 月 10 日（木）18：00～18：40 

開催場所：電磁的会議（Webex 使用）にて実施 

出席者：勝山、中田、倉田、嶋田、片岡、柳田、上杉、西原、中村、小谷、高木、 

西川、南田、小林、三角、枡尾、木下、山本、吉岡 

欠席者：田中、森嶋 

議 長：勝山 

 

Ⅰ 議事録の確認 

1.  「2020 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（2021 年 1 月 14 日から 2021 年 2 月 9 日） 

1. 第 3回予算委員会：1月 14 日（木）／電磁的会議 勝山、倉田、嶋田、田中、片

岡、柳田、上杉、西原、森嶋、中村、小谷、髙木、西川、南田、小林、三角、枡

尾、木下、山本 

2. 第 9回通常理事会：1月 14 日（木）／電磁的会議 勝山、倉田、嶋田、田中、片

岡、柳田、上杉、西原、森嶋、中村、小谷、髙木、西川、南田、小林、三角、枡

尾、木下、山本 

3. 奈良県医療安全推進センター 医療安全管理者ネットワーク会議：1月 14 日/電

磁的会議 勝山、嶋田  

4. 第 35 回新型コロナウイルス感染症に関する連絡会：1 月 21 日（木）／電磁的会 

議 嶋田 

5. 第 5回日臨技理事会：1月 23 日（土）／電磁的会議 勝山 

6. 第 36 回新型コロナウイルス感染症に関する連絡会：2月 4日（木）／電磁的会議       

勝山、嶋田 

7. 令和 2 年度衛生検査所立ち入り調査：2 月 5 日（金）／（株）日本医学臨床検査

研究所阪奈ラボ 木下 

 

以上の理事行動報告を承認した。 

   

Ⅲ 役員等派遣報告 

1. 特になし   

  

Ⅳ 会議、委員会等開催報告 

1. 特になし 

  

Ⅴ 経過報告 
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【会長】 

1. 第 5回日臨技理事会  

    1)タスクシフティングに関して（資料あり） 

    2)第 70 回日本医学検査学会 開催形式変更の案内 

       会期：2021 年 5 月 15 日（土）から 6月 14 日（月） 

     形式：Web 開催（オンデマンド配信） 

     ※一部プログラムを 5月 15 日（土）にライブ配信される。 

     詳細は決定次第、随時ホームページにて案内あり。 

      https://site2.convention.co.jp/jamt70/ 

 

2. 奈良県医療安全推進委員会  

  1）「第 1 回医療専門職能団体連携会議のご案内について」があった。（資料あり） 

    2) シンポジウム「患者安全への提言は活かされるか」の案内があった。（資料あ

り）参加については、各自で申し込みを行うこととなった。 

    https://kuma2300.wixsite.com/website 

  

【事務局総務部】 

1. 1 月 20 日（水）：奈良県福祉医療部医療政策局薬務課より「採血業の継続及び献

血血液の安定的な確保のための対応について」があった。施設連絡責任者にメー

ル送信した。（資料あり） 

2. 2 月 2 日（火）：奈良県福祉医療部医療政策局長より「血液製剤の安全性の向上及

び安定供給の確保を図るための基本的な方針（基本方針）第八に定める血液製剤

代替医薬品について」があった。施設連絡責任者にメール送信した。（資料あり） 

3. 2 月 2 日（火）：日臨技より「令和 3 年度 各賞受賞者決定について（報告）」が

あった。（資料あり） 

4. メール送信履歴 

1)施設連絡責任者宛 ：2月 5日（金）県からの血液製剤に関する県からのお知

らせ（通知） 

2)会員個人宛 

     なし 

5. 庶務部会について 

   特になし 

6. 会員の異動について 

 〔正会員数〕  665 名 （2020 年 2 月 1 日現在）入会累計 50 名 

  前年度   634 名 継続会員 615 名  

新入会    1 名     

変更者    2 名 （転入 2 名）   

退会者    2 名 
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【事務局経理部】     

1. 2021 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 2021 年度予算の 終案とし承認され、会

長へ答申することとした。なお、第3回予算委員会概要記録は別紙の通りである。

（資料あり） 

2. 会計処理について 

1 月度会計について、処理を行った。  

  

【組織法規部】 

1. 施設代表者・連絡責任者会議 開催のお知らせ 

   メールと奈臨技ニュースにて案内を行った。 

   2 月 5 日に参加申込終了。 

   2 月 15 日にリハーサルを予定している。 

   組織法規部長から、参加数が少ないため再度参加募集し 2 月 15 日参         

加申込終了とするとの報告がなされた。 

 

【学術部 検査研究部門担当】 

1. 第 4回検査研究部門運営委員会（2021 年 1 月 26 日 WEB 開催） 

  1）第 37 回奈良県医学検査学会について 

  2）オンライン研修会について 

  3）その他 

 

【学術部 精度管理担当】 

1. 2020 年度奈臨技精度管理事業報告書の各分野報告書が揃い，例年通り印刷冊子お

よびデータ CD 作製をそれぞれ 250 部、外注依頼した。送付先および部数について

は審議事項とする。 

 

【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. 特になし   
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【福利厚生部】 

1. 特になし  

  

【広報部】 

1. 奈臨技ニュースについて 

2021 年 2 月第 320 号を発行した。 

  

【地区担当部】 

1. 弔電送付について 

中部地区会員のご家族の葬儀に際し、慶弔規約に則り弔電を送付した。 

       

【IT 委員会】 

1. 特になし 

 

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（資料あり） 

  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  

【会長】 

1. タスクシフティング実技研修に関して、 

1）実技研修開催に対する奈臨技理事会意思決定 

  2）担当者の選出 

  3）その他（継続審議可） 

 タスクシフティング実技研修に関して報告がなされたが、日臨技からの詳細もわか

らず、もう少し時間に余裕があるため、継続審議となった。 

2. 奈良若草の会       

3 月 18 日（木）18：00 から開催。 

 奈良若草の会の開催報告および奈臨技ニュース掲載について報告があり、承認さ 

れた。 

  

【事務局総務部】 

1. 当会法人事務所移転についての進捗状況の報告と内容承認について 

 ①県との交渉で、定時総会終了から登記完了までは利用可能と返答があった。  

ただし、移転日を記載した念書を提出するよう求められている。また、健康づくり
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に設置しているロッカーの撤去も併せて併記するよう指示があったことが報告さ

れた。念書を発行することが承認された。 

 ②事務局施設に事務所を移転する方向で承認されたが、天理よろづ相談所病院から

不可と回答があった。今後、事務所移転先につき検討が必要であり、各理事でも移

転先につき検討をお願いしたい。 

以上のことが報告され、事務所移転先につき移転先の検討要請がなされた。 

引き続き、事務局長を中心に進めていくことが承認された。 

  

【学術部 検査研究部門担当】 

1. 第 37 回奈良県医学検査学会について 

 第 4 回検査研究部門運営委員会（1/26 開催）にて 5/30 に開催する第 37 回奈良県 

医学検査学会の抄録集（冊子）は作成せず各自での奈臨技 HP からのダウンロ－ド 

とする事が承認された。 

  

【学術部 精度管理担当】 

1. 2020 年度の精度管理報告書の送付先と印刷部数について 

印刷部数を昨年度同様 250 冊としたい。なお送付先は以下の通りである。 

1)奈臨技ニュースを送っている県内の施設（サーベイ参加施設を含む） 

2) 賛助会員 

3) 関連団体  

4) 顧問 

5) 理事、幹事  

6) 精度管理委員、解析委員 

7) 他府県等 （富山、滋賀、山口、愛知県、日本衛生検査所） 

8) 奈良県臨床検査協議会 

9) 予備 

上記について報告がなされた。7）の基準については不明であるが、近畿圏と過去の

実績を参考に送付していたと前担当より説明があり、事務局庶務部が確認すること

になった。 

  

【IT 委員会】 

1. 奈臨技ホームページのレイアウト変更の（更新情報を上部に持ってくる）準備が       

整った。変更にあたり、ホームページにアクセスできない時間が 2 時間ほど        

必要になる。（資料あり） 

  会長が IT 委員会と日程を調整し、決定すれば理事の承認をとり、ホーム        

ページでお知らせを 1 週間ほど掲載したうえで、変更実施を行うことで承認        

された。 
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【その他】 

1. 奈臨技ホームページの求人情報案内掲載について 

 施設向けの求人情報掲載についての案内文（案）と、求人情報掲載申し込み票（案） 

が提示された。（資料あり） 

「 新情報は必ずご自身で確認するように」などの注意文言を追加することで承認 

された。 

 

Ⅷ 会議、委員会等開催の申請について   

1. 第 5回検査研究部門運営委員会 

  開催日：2021 年 2 月 日未定  17：30～（Web 開催） 

    議題 

      1）第 37 回奈良県医学検査学会について 

    2）オンライン研修会について 

    3）その他  

2. 奈良若草の会 打合せ 

  開催日時：2021 年 2 月 22 日（月）21：30～（Web 開催） 

   議題：第 2回奈良若草の会開催内容について 

  

以上の委員会開催を承認した。 

 

≪日臨技・近畿支部・奈臨技行事≫ 

 ・2 月 25 日（木）奈臨技施設代表者・連絡責任者会議 

   

  

2021 年 2 月 10 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 吉岡 明治 

                                           

監事 西浦 宏和 

 

 


