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（社）奈良県臨床検査技師会	 平成 24 年度第 3 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 24 年 6 月 14 日（木）18:00～20:00	 

開催場所：奈良県総合リハビリテーションセンター	 2 階討議室	 

出 席 者：宗川、今田、内池、林田、上杉、内間、横山、梅木、延命、吉村、河野、

岸森、苗加、久保、篠浦、西岡、高田理事	 

欠 席 者：岡山理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 24 年度第 2回理事会議事録」の確認	 

標記議事録を確認し、一部誤記を修正し承認した。	 

	 

2．「平成 24 年度第 1回総会議事録」の確認	 

標記議事録を確認し、一部誤字を修正し承認した。	 

	 

Ⅱ	 理事行動報告（平成 24 年 5 月 10 日から平成 24 年 6 月 13 日）	 

1．平成 24 年度第 2回通常理事会：5月 10 日（木）／県リハビリセンター	 宗川、

今田、内池、林田、上杉、内間、横山、梅木、西岡、延命、吉村、河野、岸

森、苗加、篠浦、高田	 

2．第 1回広報委員会：5月 18 日（金）／天理医学研究所	 岸森	 

3．第 29 回奈良県医学検査学会：5月 20 日（日）／県立医科大学	 第１臨床講義

室	 宗川、今田、岡山、内池、林田、上杉、内間、横山、梅木、西岡、延命、

吉村、河野、岸森、苗加、篠浦、高田、久保	 

4．平成 24 年度第 1回通常総会：5月 20 日（日）／県立医科大学	 第１臨床講義

室	 宗川、今田、岡山、内池、林田、上杉、内間、横山、梅木、西岡、延命、

吉村、河野、岸森、苗加、篠浦、高田、久保	 	 

5．第 1回検査研究部門運営委員会：5月 20 日（日）／県立医科大学附属病院	 今

田、梅木、河野	 

6．平成 24 年度日臨技定時総会：5月 26 日（土）／大森東急イン	 林田	 

7．兵庫県臨床検査技師会創立 60 周年・公益社団法人設立記念式典：5月 27 日（日）

／神戸ポートピアホテル	 宗川	 

8．会計ソフト・弥生シリーズ体験セミナー：5月 28 日（月）／弥生カレッジ CMC	 

内間	 

9．第 1 回臨床検査データ標準化委員会：5 月 31 日（木）／天理よろづ相談所病

院	 宗川、今田、内池、河野	 

10．第 1回臨床検査精度保証施設認証委員会：5月 31 日（木）／天理よろづ相談

所病院	 宗川、今田、内池、河野	 

11．法人登記相談：6月 12 日（火）／奈良地方法務局	 内池	 
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以上の行動報告を、承認した。	 

	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．平成 24 年度日臨技定時総会：5月 26 日（土）／大森東急イン	 林田	 

2．兵庫県臨床検査技師会創立 60 周年・公益社団法人設立記念式典：5月 27 日（日）

／神戸ポートピアホテル	 宗川	 

3．会計ソフト・弥生シリーズ体験セミナー：5月 28 日（月）／弥生カレッジ CMC	 

内間	 

4．法人登記相談：6月 12 日（火）／奈良地方法務局	 内池	 

	 

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 1回広報委員会：5月 18 日（金）／天理医学研究所	 

2．第 1回検査研究部門運営委員会：5月 20 日（日）／県立医科大学附属病院	 

3．臨床検査データ標準化委員会：5月 31 日（木）／天理よろづ相談所病院	 

4．臨床検査精度保証施設認証委員会：5月 31 日（木）／天理よろづ相談所病院	 

	 

	 	 以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

日臨技関連	 

1．平成 24 年度日臨技定時総会について	 

総会は出席者数 28,689/47,514（奈良県 337 名	 65％）で成立し、議案はすべ

て議案書どおり承認された。なお、日臨技法人立ち入り調査において、3点の

改善要求として指摘があり公印規程、積極的な情報公開、関連企業との契約不

備があり、すべて改善しているとの報告があった。また、第 63 回日本医学検

査学会は新潟県技師会が担当し 2会場に分かれるが地元県内で承認されたと

の報告があった。	 

事務局総務部	 

1．奈臨技会費領収書について	 

奈臨技の会員が大臨技の勉強会に参加する際、奈臨技の会員証明がないと非会

員扱いの参加費の徴収される件について、前回の理事会で会費領収書を発行し

会員証の代用にすることが承認されたが、日臨技のホームページより奈臨技の

領収書が発行できるため、会員個人で発行し代用していただくよう案内した。	 

2．看護の日フェスタの新聞広告掲載の協力について	 
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前回の理事会で承認された看護の日フェスタの新聞広告掲載の協力について 5

月 11 日（金）のサンケイ新聞に資料の通り掲載された。	 

3．平成 24 年度	 全国役員名簿作成について	 

	 日臨技より標記名簿作成のため、問い合わせがあり会長、副会長、事務局長、

JAMTIS 管理責任者として高田理事、生涯教育研修担当者として久保理事の登録

を行った。	 

4．2013 年版奈良県年鑑について	 

	 	 奈良新聞より 2013 年版奈良県年鑑の掲載内容についての確認があり、会長、

副会長、事務局長の名前を修正した。	 

5．平成 24 年度第１回総会について	 

5 月 20 日（日）県立医科大学	 第一臨床講義室にて標記総会を開催した。出席

者は 70 名、委任状出席 265 名、欠席 184 名であった。	 

6.	 兵臨技公益社団法人移行記念式典について	 

	 5 月 27 日（日）兵臨技技師会創立 60 周年・公益社団法人設立記念式典に宗川

会長を派遣し、6月 6日（水）に出席のお礼状が届いた。	 

7．奈良県健康づくり財団の理事、評議員の変更について	 

	 標記事項について、奈良県健康づくり財団より問い合わせがあり、変更届を提

出した。	 

8.平成 24 年度賛助会員募集について	 

	 6 月 1 日（金）賛助会員 55 社に平成 24 年度の賛助会員募集の依頼書と申込用

紙を送った。なお、応募締め切りは 6月末として、会員名簿を作成する。	 

9．庶務部会について	 

6 月 1 日	 奈臨技ニュース、関西支部学会案内のチラシの送付を行なった。	 

9．奈臨技 IT 委員会	 

1）新規掲載内容	 

6 月 1 日	 奈臨技理事会議事録を掲載した。	 

6 月 1 日	 奈臨技ニュース 2012 年 6 月	 217 号を掲載した。	 

10．会員の移動について	 

〔正会員数〕514 名	 （平成 24 年 6 月 4 日現在）	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 503 名	 未入金者 11 名	 	 

新入会	 6 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

退会者	 10 名（内、年会費未納による資格喪失者 9名）	 

変更者	 9 名	 （奈良県技師会へ転入 3名、他都道府県へ転出 1名、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 奈良県内施設移動 5名）	 

事務局経理部	 

1．弥生会計ソフト	 弥生シリーズ体験セミナー受講について	 

	 会計ソフトの使用方法や、データー入力の実際について講義を受けた。	 

学術部	 検査研究部門担当	 	 
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1．第29回奈良県医学検査学開催報告	 
標記学会を5月20日（日）県立医科大学	 第１臨床講義室において、会員93名、
非会員6名（入会申請中）計99名の参加者を得て、盛況に開催した。	 

	 また、会長賞および学術奨励賞を下記のとおり決定した。	 
［会長賞］：スパイロメトリーにおける1回換気量と体重の関係	 

天理よろづ相談所病院	 勝田	 唯	 

［学術奨励賞］：血液培養から分離した Candida 属の感受性検査の検討	 

県立医科大学附属病院	 小宮山	 妙恵果	 

2．奈良県医学検査学会運営マニュアルについて	 
学会運営についてマニュアルの作成をすることとした。	 

3．第 30 回奈良県医学検査学会について	 

学会会場について、臨床第一講義室が厳橿会館より学会向きであるとの意見が

あったことから、次年も同会場の利用を希望することとした。また、次年度第

30 回奈良県医学検査学会は実行委員長を市立奈良病院	 松本氏、副実行委員長

を天理医学研究所	 福塚氏とし、第 30 回を記念大会として位置づけ、早期よ

り企画を練って望むこととした。	 

4．平成 24 年関西支部医学検査学会	 一般演題座長候補者について	 

	 標記座長推薦者７名を回報した。	 

	 	 	 	 	 臨床化学：猪田	 猛久（天理よろづ相談所病院）	 	 

	 	 	 	 	 血	 	 液：岸森	 千幸（天理よろづ相談所病院）	 	 

	 	 	 	 	 細	 	 胞：辻野	 秀夫（県立三室病院）	 

	 	 	 	 	 生	 	 理：森嶋	 良一（県立医科大学附属病院）	 	 	 	 

生	 	 理：高谷	 恒範（県立医科大学附属病院）	 

	 	 	 	 	 免疫血清：中本	 和男（県立奈良病院）	 

	 	 	 	 	 微	 生	 物：中村	 彰宏（天理よろづ相談所病院）	 

5．近臨技	 病理細胞検査部門研修会について	 

	 近臨技より標記案内があり、分野長に送付とともに会員に通知した。	 

6．平成 24 年(第 57 回)	 一級臨床検査士資格認定試験について	 

	 	 	 	 試験案内を各分野長に送付し案内した。	 

7．第 28 回「緒方富雄賞」候補者推薦について	 

	 	 日本臨床検査同学院より標記依頼があったが、該当者なしとした。	 

8．精度管理事業・データ標準化事業システムの説明会の案内について	 

	 	 第 61 回日本医学検査学会における説明会を分野長に案内した。	 

学術部	 精度管理担当	 

1.平成 24 年度奈良県臨床衛生検査技師会精度管理調査について	 

	 5 月 31 日に受付を締め切り、57 施設（会員施設 42 施設,メーカー15 社）の

申し込みがあった（昨年は 60 施設:会員施設 43 施設,メーカー17 社）。	 

2．申し込み方法について	 

Web に変更となり、入力方法の問い合わせが 2件あった。次年度も周知に努め

ることとした。	 
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3．参加費について	 

Web での参加費表示が、1項目か全てで 2000 円か不明瞭であったため、表示

方法を改善するよう働き掛けることとした。	 

4．参加コースの選択について	 

微生物の参加コースの表示に不備があり、電子メールにて「グラム染色のみ」

か「微生物一般」かを確認した。	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．特になし	 	 

学術部	 臨床検査データ標準化委員会	 

1．奈臨技長期精度管理調査の実施について（今年度実施要項）	 

	 	 	 	 	 	 参加費	 無料	 	 試料代	 各 2500 円	 

	 	 	 	 	 	 生化学	 9,11,1,3 月、試料に余裕があれば 5月も実施	 

	 	 	 	 	 	 血液	 	 秋に 2週連続	 

	 	 	 	 	 	 中間報告会を実施	 

	 	 なお、参加施設の資格は、今年度奈臨技サーベイ参加施設とした。	 

2．奈良県臨床検査協議会	 

県医療政策課	 中川次長を 6月 20 日（2時）に訪問し、県健康福祉課の協力を

依頼する。また、県医師会・病院協会についても、再度説明を行う予定であ

る。なお、実務は当委員会が担う。	 

学術部	 臨床検査精度保証施設認証委員会	 

1．啓蒙普及活動について	 

臨床検査精度保証施設認証の啓蒙活動として。奈良県臨床検査協議会開催の

勉強会をもって実施とする。	 

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関連	 

1．対がん協会（がん撲滅大会）について	 

対がん協会が予定している標記大会（9月 9日）を、奈臨技は共催として協力

することとし、検査展として開催する内容については、県リハビリセンタ‐

と打ち合わせて決定する。	 

組織法規部	 

1．特になし	 	 

福利厚生部	 

1．傷害賠償保険	 

・5/20：第 29 回奈良県医学検査学会と平成 24 年度第 1回奈臨技総会の傷害賠償

保険加入者名簿を提出した。	 
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広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2012 年 6 月号	 第 217 号を発行した。	 

2．奈臨技ニュースについて（企画）	 

例年どおり学会だよりを掲載する。3回程度のシリーズものとして“データー

の読み方について”（天理医療大学	 松尾先生）を掲載する。さらに各分野で

のトピックスを紹介するコーナーを掲載する。	 

	 	 3.まほろばの発行について	 

発行は例年どおり 10 月とする（予定）。昨年奈臨技で行われた総会・学会・研

修会等中心に掲載する予定。また、職場紹介（天理医療大学）、新人紹介を載

せる予定。	 

	 

地区担当部	 

1. 祝電 1件：5月 20 日	 	 
	 

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	 

	 
	 別紙資料にて5月分の収支報告があり、承認した。	 
	 

Ⅶ	 議題	 	 

事務局	 

1．第 6回奈良 SAS・生活習慣病セミナー後援について	 

奈良 SAS・生活習慣病研究会より標記セミナーの後援依頼があった。例年のこ

とであるため後援することとし、セミナーの案内を会員に広報する提案があり、

承認した。	 

	 

2．第 14 回日本医療マネージメント学会奈良支部理事会について	 

本学会奈良支部より 6月 28 日（木）の理事会の出席依頼があった。宗川会長

を派遣する提案があり、承認した。	 

	 

3．日臨技損害賠償保険について	 

日臨技より、平成 25 年度から口座振替以外での会費納入では日臨技損害賠償

保険に加入できないとの通知および広報依頼があった。当会会員に本年度中に

口座引き落としの手続きをするよう案内する提案があり、承認した。	 

	 

4．施設連絡責任者不在施設について	 
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日臨技の退会処理にて、施設連絡責任者が不在の施設がでた。地区担当に依頼

して各施設の対応を確認する提案があり、承認した。	 

	 

	 	 5．奈臨技年間スケジュール表の作成について	 

奈臨技事業が重ならないように円滑な年間スケジュール立てる目的で、各部局

の事業計画を調査する提案があり、承認した。なお、各部局の行事予定を 6月

中に事務局まで連絡することとした。	 

	 

学術部	 検査研究部門担当	 

1．第 29 回奈良県医学検査学会について	 

標記学会報告と会計報告が別紙資料にてあり、承認した。	 

広報部	 	 

1．まほろばの企画について	 

会誌まほろばの掲載内容として別紙資料にて企画案と原稿執筆依頼書の提案

あり、一部原稿依頼者を追加し承認した。	 

	 

組織法規部	 

1．一般社団法人への移行申請について	 

一般社団法人への移行申請時に必要となる下記の添付書類（財務諸表）につい

て、各部局において予算・決算の金額を確認する提案があり、承認した。	 

1）財産目録、貸借対照表	 

2）収支予算書内訳表（H24 年度）	 

3）正味財産増減計算書（H23 年度）	 

4）正味財産増減計算書内訳表（H23.4.1～H24.3.31）	 

5）貸借対照表（H24.3.31）	 

	 

福利厚生部	 

1.アウトドア同好会による秋のレクリェーションについて	 

アウトドア同好会より、標記レクリェーション企画案が別紙資料にて提示され、

日時を 10 月 21 日、行き先を京都府みどり園として、承認した。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第１回講演会等企画委員会	 

日時：平成 24 年 6 月 21 日	 18：30~	 

場所：天理医学研究所	 第 2研究室	 

議題：①公開講演会演者	 

②講演会開催場所、開催日	 

③その他	 
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2．第 3回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成 24 年 6 月 28 日（木）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①奈良県医学検査学会マニュアル作成	 

②その他	 

	 

3．第 2回精度管理推進委員会	 

日時：平成 24 年 7 月 2 日（月）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①サーベイ試料の配布準備、入力画面の最終確認	 

②その他	 

	 

4．第 4回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成24年9月6日（木）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①第30回奈良県医学検査学会の企画・特別講演テーマ	 

②その他	 

	 	 

5．第 5回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成24年10月25日（木）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①第30回奈良県医学検査学会	 特別講演	 

②その他	 

	 

6．第 6回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成 25 年 2 月 7 日（木）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①第30回奈良県医学検査学会	 演題登録状況の確認、委嘱状、役割分担	 

②その他	 

	 

以上の会議、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 24 年 6 月 14 日	 

社団法人	 奈良県臨床衛生検査技師会	 
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	 	 	 	 	 	 	 議	 	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 内池	 敬男	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 延命	 孝也	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 	 上杉	 一義	 

	 	 

	 


