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平成 21 年度（社）奈良県臨床衛生検査技師会 第 3 回通常理事会議事録 

 

開催日時：平成 21年 6月 11 日（木）18 時 00 分から 20 時 05 分まで 

開催場所：奈良県リハビリテーションセンター 討議室 

出 席 者：宗川、今田、林田、北川、山下、後藤、橋詰、延命、梅木、長谷川、安田、

畑中、枡尾理事 

欠 席 者：山本、倉本、松本、藤本、片岡、久保理事 

 

Ⅰ 議事録の確認 

1．「平成 21年度第 2回通常理事会議事録」の確認  

平成 21 年度第 2 回通常理事会議事録を確認し、誤字・脱字を一部修正し承

認した。 

 

Ⅱ 理事行動報告（平成 2１年 5 月 17 日から平成 21年 6月 10 日） 

1．平成 21 年度第 2 回理事会：5 月 17 日（日）／県立医科大学 厳橿会館 山

本、宗川、今田、林田、山下、倉本、橋詰、延命、長谷川、久保、安田、北

川、畑中、藤本、枡尾、後藤 

2. 第26回奈良県医学検査学会：5月17日（日）／県立医科大学 巌橿会館 山本、

宗川、今田、林田、山下、倉本、橋詰、延命、長谷川、久保、安田、北川、

梅木、畑中、藤本、枡尾、後藤 

3. 平成 21 年度第 1回奈臨技総会：5 月 17 日（日）／県立医科大学 厳橿会館 山

本、宗川、今田、林田、山下、倉本、橋詰、延命、長谷川、久保、安田、北

川、梅木、畑中、藤本、枡尾、後藤 

4．第 50回近畿医学検査学会第 4回準備委員会：5月 17 日（日）／県立医科大学 

厳橿会館 山本、宗川、今田、林田、山下、倉本、橋詰、延命、長谷川、久

保、安田、北川、畑中、藤本、枡尾、後藤 

5．第2回特定健診検査入門作成委員会：5月17日（日）／県立医科大学 厳橿会

館 安田 

6．特定健診検査入門印刷打ち合わせ：5 月 25 日（月）／阪奈中央病院 臨床検

査科 安田 

7.  第 1回広報委員会：6月 4日（木）／県立医科大学付属病院 血液検査室 倉

本 

8. HIV 感染予防公開講座ポスター・チラシ配付：5月 30 日（土）天理大学 他 8

施設 林田 

9．HIV 感染予防公開講座協力依頼：6月 2日（火）／天理市 保健医療課、健康

推進課、天理市教育委員会学校教育課、天理教道友社 林田 

10. 平成 21年度第 1回精度管理事業推進委員会：6月 4日（木）／天理よろづ相

談所病院 北別館 1階 会議室 久保 
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11. HIV 感染予防公開講座会場視察：6 月 6 日（土）天理市文化ホール 他 4 施

設 林田 

 

以上の行動報告を、承認した。 

 

Ⅲ 役員等派遣報告 

1. HIV 感染予防公開講座ポスター・チラシ配付：5月 30 日（土）天理大学 他 8

施設 林田 

2．HIV 感染予防公開講座協力依頼：6月 2日（火）／天理市 保健医療課、健康

推進課、天理市教育委員会学校教育課、天理教道友社 林田 

3. HIV 感染予防公開講座会場視察：6月 6日（土）天理市文化ホール 他 3施設 

林田 

 

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 2回特定健診検査入門作成委員会：5 月 17 日（日）／県立医科大学 厳橿

会館 

2．第 1 回広報委員会：6 月 4日（木）／県立医科大学付属病院 血液検査室  

3. 平成21年度第1回精度管理事業推進委員会：6月4日（木）／天理よろづ相談所

病院 北別館 1階 会議室  

 

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。 

 

Ⅴ 経過報告 

事務局総務部 

1．日臨技事務調査について 

日臨技より、各種調査の報告依頼があり、役員名簿、会費・入会金、送金振

込み口座を回報した。 

2．奈臨技第1回総会について 

第26回奈良県医学検査学会に引き続き、第１回総会（平成20年度事業報告・

決算報告）を開催し、出席者355名（うち委任状出席257名）にて議案の審議

がされ、議案書どおり承認を得て終了した。なお、総会および学会開催にあ

たり、手指消毒およびマスクの着用等新型インフルエンザ感染を考慮した。 

3．新型インフルエンザ対策について 

奈臨技事業である検査研究部門の研修会を開催するにあたり、新型インフル

エンザ対策を実施した開催を要請した。 

4．庶務部会について 
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1）5 月 29 日 奈臨技ニュース、日臨技生涯教育研修修了証、賛助会員会費

納入依頼書、HIV 感染予防公開講座ポスター・チラシ、近臨技一般検査アン

ケート、精度管理調査参加費請求書、会費未納者調査書の送付を行った。 

5．奈臨技 IT委員会 

1）新規掲載内容 

・5月 12 日 第 26 回日本心電学会学術集会公開講座の案内を掲載した。 

・5月 18 日 第 26 回奈良県医学検査学会セミナー「グラム染色」を掲載した。 

・5月 20 日 新型インフルエンザによる研修会開催の注意事項を掲載した。 

・5月 26 日 賛助会員会費納入案内書を掲載した。 

・5月 26 日 日本臨床検査同学院の講習会案内を掲載した。 

・5月 28 日 生化学通信講座「NARA 塾」第 5回設問・解答を掲載した。 

・6月 1日 奈臨技ニュース 6月号 第 181 号を掲載した。 

・6月 1日 HIV 感染予防公開講座の案内をトップページに掲載した。 

2）メーリングリストについて 

 奈臨技電子メール施設連絡責任者登録数は 23施設、奈臨技メーリングリス

ト登録者数は 79である（平成 21年 6月 1日現在）。 

6．会員の移動について 

〔正会員数〕553 名  （平成 21 年 6 月 9日現在） 

会費納入済み 544 名 未入金者 9名 新入会員累計 32名 

〔新規施設登録〕 

9290109  医療法人社団 松下会 白庭病院（北部地区）   21.5.29 

9290110  グランソール奈良（南部地区）          21.6.9 

〔新入会〕 7名 

〔変 更〕 6名 

〔退 会〕 5 名 

事務局経理部 

1．平成 21年度の支出命令書について 

平成 21 年度の支出命令書を利用方法ともにメールにて配布した。また、第

50回近畿医学検査学会用についても同様に配付した。 

学術部  

1．奈良県医学検査学会報告について 

平成 21年 5月 17 日（日曜日）、奈良県立医科大学 厳橿会館 3階研修室に

て、第 26回奈良県医学検査学会を行った。一般演題 6題,セミナー＜講演 –
アンケート調査より – グラム染色を取り巻く環境と現状、Q&A＞,と題して       

済生会中和病院 内科・感染制御科 米川 真輔 先生にご講演をお願いした。

また、特別講演とし 『こころ元気に！』をこころ元気研究所 鎌田 敏先生

にお願いした。学会参加人数は 93名であった。 

学術部 精度管理担当 
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1．平成 21年度奈良県臨床衛生検査技師会統一精度管理調査について 

 奈臨技サーベイの参加施設数の確認と精度管理試料準備の最終確認を行った。 

参加申込みは 63施設。試料発送準備は 7 月 6 日、発送は 7月 7日の予定であ

る。 

地域保健事業部 

1．HIV 感染予防公開講座について 

標記講座の広報として、ポスター200 枚、チラシ 3000 枚を印刷し、会員、関

連団体、後援団体に送付した。また、天理大学、天理高校、ボーイスカウト

天理 1団、ガールスカウト天理 13団、天理医学技術学校、天理看護学院、陽

気ホール、奈良市保健所、かしはら万葉ホールに趣意書とともにポスター・

チラシを持参し、協力要請と広報の依頼を行った。さらに、天理市保健医療

課 岡本氏、健康福祉部 健康推進課 瀬川氏、天理市教育委員会事務局 学

校教育課 中尾氏と接見し、同様に協力要請を行った。なお、新聞広報とし

て、天理教道友社の榊氏と接見し、新聞広報（2 回）および当日取材の依頼

を行った。その他、ホームページには、案内、プログラム、チラシ、アクセ

スマップの掲載を依頼した。  

2．平成 21年度 HIV 感染予防公開講座の演題について 

   講演演題が下記のとおり決定した。 

  「奈良市保健所における HIV 検査体制について」四本美和先生 

「福井県臨床検査技師会における学校性教育活動について」中丁栄美子先生 

「エイズ診療に携わった 20年間の経験から伝えたいこと」古西満先生 

3．特定健診検査入門について 

    原稿および印刷までのスケジュールについて第１回特定健診検査入門作成

委員会を開催し、確認を行った。別紙資料で説明があった。 

4．特定健診検査入門印刷打ち合わせについて 

    5 月 25 日 Yプリント吉田真彦と接見し、見積もりと今後の予定など、打ち合

わせを行った。 

5．ふれあい・いきいき祭の内容について 

 ふれあい・いきいき祭が平成 21年 10 月 18 日に開催されます。なお、内容に

ついて、大腸がん予防のパネル展示する提案があり、検討することとした。 

渉外部 

1．奈臨技公開講演会について 

奈良文化会館へ詳細申込を行った。会場は3箇所を予約した。開催３ヶ月前に

使用料払込、６月下旬～７月上旬に講演会講師 野口緑氏に接見し、講師依

頼を予定している。 

組織法規部 

1．特になし 

福利厚生部 
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1. 奈臨技アウトドア同好会について 

赤目四十八滝ハイキングの開催日等の変更について、説明があった。 

広報部 

1. 奈臨技ニュース 2009 年 6月号 第 181 号を発行した。 

2. 会誌広告依頼を作成した。 

地区担当部 

1．特になし 

会長から 

1．日臨技 臨床検査データ標準化事業について 

全国で共有する基準範囲の設定プロジェクト：県技師会へボランティアおよ

び基幹施設への協力要請を計画中である。 

2．近畿会長会議について 

1）近畿理事会、日臨技地区会議、OB会を 8 月 29 日に奈良三笠ホテルでの開

催が承認された。 

2）近畿医学検査学会の予算書、決算書の提出の義務化を検討することとした。 

 臨床検査データ標準化委員会（山本会長） 

1. 日臨技より県技師会へボランティア協力要請への対応 

   現在、奈良県の基幹施設（県立医科大学付属病院医大、県立奈良病院、天理よ

ろづ相談所病院）におけるボランティア予想数は約 130 名（30,20,80 人）であ

り、それ以外に 50-70 名の参加を募りたい。そこで、研修会を兼ねた採血の実

施（別紙資料）を計画したい。 

    

以上の経過報告を、承認した。 

 

Ⅵ 会計報告           
1．5月分の収支状況について 
 5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 

1．第１回京都臨床化学サマー研修会について 

京都府臨床検査技師会から、標記研修会実施の案内と当会会員への広報依頼が

あった。ホームページならびにニュースを用いて会員に広報を行う提案があり、

承認した。 

2．第 59回日本医学検査学会について 

標記学会事務局 和臨技 森下氏から依頼があった奈臨技賛助会員名簿の開示

依頼について、名簿の開示を許可する提案があり、承認した。 

 

地域保健事業部 
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1．HIV 感染予防公開講座について 

標記公開講座の実施要綱、プログラムおよび実務委員について、別紙資料にて

提案があり、承認した。また、実務委員以外の理事の参加と各施設の会員 30％

参加を目標とする協力要請があった。 

2．HIV 感染予防啓発活動について 

12 月 1日のエイズデーに合わせた啓発イベントとして、映画上映会とパネル

展示を実施する提案があり、承認した。なお、映画タイトルは、ユア・マイ・

サンシャインとし、会場は天理市内を第一候補として計画を進めることとし、

パネル展示は、準備委員会のメンバーに作成を依頼することとした。 

3．特定健診検査入門パンフレットについて 

   標記パンフレットの印刷費用について、別紙資料の見積もり書にて提案があ

り承認した。なお、印刷部数は 2000 部とした。 

 

Ⅷ 会議、委員会等開催の申請について 

1．第 1回公益法人諮問委員会 

日時：平成 21年７月 11日(土) 14 時 00 分より 

場所：奈良県総合リハビリセンター 討議室 

議題： ①新公益法人制度研修 

    ②その他 

 

2．第 2回精度管理事業推進委員会 

日時：平成 21年 7月 6日 18 時 30 分より 

場所：天理よろづ相談所病院  

議題： ①精度管理試料の発送準備 

 ②その他 

       

  以上の委員会開催の申請を、承認した。 

 

 その他、審議事項なし。 

  

平成 21 年 6月 11 日 

社団法人 奈良県臨床衛生検査技師会 

  議  長 宗川 義嗣 

  議事録署名人 延命 孝也 

  議事録署名人 枡尾 茂  

 

 


