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（社）奈良県臨床検査技師会	 平成 24 年度第 4 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 24 年 7 月 12 日（木）18:00～20:30	 

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：今田、岡山、内池、林田、高田、内間、梅木、河野、久保、延命、吉村、

西岡、横山、岸森、苗加、上杉、篠浦理事	 

欠 席 者：宗川理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 24 年度第 3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。	 

	 

Ⅱ	 理事行動報告（平成 24 年 6 月 14 日から平成 24 年 7 月 11 日）	 

1．平成 24 年度第 3回通常理事会：6月 14 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、久保、西岡、延命、吉村、河

野、岸森、苗加、篠浦、高田	 

2．第 4回近臨技会議：6月 16 日（土）／大臨技事務所	 宗川、今田、内池	 

3．日臨技関西支部幹事会義：6月 16 日（土）／大臨技事務所	 宗川	 

4．奈良県臨床検査協議会の設立説明：6月 20 日（水）／県庁医療管理課	 宗川	 

5．第 1回精度管理事業推進委員会：6月 21 日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 

河野	 

6．第 1回公開講演会等企画委員会：6月 21 日（木）／天理医学研究所	 吉村、

岡山、上杉	 

7．一般社団法人への移行申請打合せ会：6月 23 日（土）／オフィス中嶋	 延命	 

8．奈良県健康づくり財団理事・評議員会議：6月 28 日（木）／奈良県健康づく

りセンター	 宗川	 

9．日本マネージメント学会奈良支部理事会：6月 28 日（木）／奈良医療センタ

ー	 宗川	 

10．第 3回検査研究部門運営委員会：6月 28 日（日）／天理よろづ相談所病院	 

梅木	 

11．第 2回精度管理事業推進委員会：7月 2日（月）／天理よろづ相談所病院	 河

野	 

12．平成 24 年度ふれあい・いきいき祭担当者会議：7 月 10 日（火）／橿原市保

健福祉センター	 横山	 

13．奈良県医師会総会・同医学会総会式典：7月 11 日（水）／奈良県医師会館	 

	 宗川	 

以上の行動報告を、承認した。	 
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Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．第 4回近臨技会議：6月 16 日（土）／大臨技事務所	 宗川、今田、内池	 

2．日臨技関西支部幹事会義：6月 16 日（土）／大臨技事務所	 宗川	 

3．奈良県臨床検査協議会の設立説明：6月 20 日（水）／県庁医療管理課	 宗川	 

4．一般社団法人への移行申請打合せ会：6月 23 日（土）／オフィス中嶋	 延命	 

5．奈良県健康づくり財団理事・評議員会議：6月 28 日（木）／奈良県健康づく

りセンター	 宗川	 

6．日本マネージメント学会奈良支部理事会：6月 28 日（木）／奈良医療センタ

ー	 宗川	 

7．平成 24 年度ふれあい・いきいき祭担当者会議：7月 10 日（火）／橿原市保健

福祉センター	 横山	 

8．奈良県医師会総会・同医学会総会式典：7月 11 日（水）／奈良県医師会館	 	 

宗川	 

	 

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回精度管理事業推進委員会：6月 21 日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 

2．第 1回公開講演会等企画委員会：6月 21 日（木）／天理医学研究所	 

3．第 3回検査研究部門運営委員会：6月 28 日（日）／天理よろづ相談所病院	 	 

4．第 2回精度管理事業推進委員会：7月 2日（月）／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	 

宗川会長	 

1．日臨技関西支部幹事会	 

関西支部組織体制は学術担当理事：白波瀬幹事、会計：伊藤幹事、書記：玉置

幹事、監査：宗川に決定し、学術協力員として今田副会長が承認され、関西支

部の名称を近畿支部に変更申請する旨のことも決議された。また近畿臨床検査

技師会の事業を関西支部に順次移行し、将来的には１本化する。2016 年全国学

会開催地に兵庫県が立候補とIFBLS誘致について各地臨技で検討し次回に報告

する。	 

2．近臨技理事会	 

近臨技会長	 富永氏。今後の方針として近臨技と日臨技関西支部との一体化を、

2 年をめどに決め近臨技は解消の方向へ、また近臨技研修会は本年度から関西

支部研修会に移管する。	 
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3.	 奈良県健康づくり財団理事・評議員会議	 

	 理事：山本慶和から宗川義嗣、評議員：宗川義嗣から岡山幸成の交代が承認

された。新財団の定款の確認を行った。	 

4.	 日本マネージメント学会奈良支部理事会	 

理事：山本慶和から宗川義嗣の交代が承認された。第 7回学術集会の監査・報

告があった。第 8回学術集会は奈良医療センター星田院長のもとで平成 25 年 2

月2日に奈良県社会福祉会館で開催、医療安全についてをテーマは進めていく。

第 9回学術集会は高田市立病院砂川院長が担当し平成 25年 2月 15日に開催さ

れる。	 

事務局総務部	 

1．名誉会員の日臨技追加登録について	 

平成 23 年度第 2 回総会で増谷喬之会員の名誉会員就任が承諾されたことを受

け、奈臨技会費免除は平成 24 年度からとした。日臨技も同様とし、名誉会員

の追加登録の依頼をした。	 

2．アフラックの癌保険団体加入について	 

標記保険について奈臨技で団体加入しているところであるが、五條病院	 坂上

会員が加入されるにあたり、会員証明が必要との要請があり事務局より行った。	 

3．近畿理事会について	 

第 4 回近臨技会議にて、平成 24 年度の会長として富永（兵庫県）、副会長	 竹

島（滋賀）、玉置（和歌山）、事務局	 真田（兵庫）、会計	 荒木（大阪）、学術	 今

田（奈良）、監事	 宗川（奈良）の各氏が選出された。	 

4．台風４号被災調査について	 

日臨技より日臨技共済制度に基づく台風４号の被災調査依頼があり、会員の被

災調査を各理事に依頼した。	 

5．日臨技公益委託事業の申請について	 

公衆衛生関連担当理事より9月 9日に予定されているガン撲滅運動にたいする

日臨技公益委託事業の申請を行った。	 

6.	 日臨技	 精度管理事業・データ標準化事業システム	 JAMTQC について	 

	 日臨技に標記システムの使用申請書を送付した。	 

7．庶務部会について	 

6 月 28 日	 奈臨技ニュース、ひろはま荘チラシの送付を行なった。	 

8．奈臨技 IT 委員会	 

1）新規掲載内容	 

7 月 1 日	 奈臨技ニュース 2012 年 7 月	 218 号を掲載した。	 

9．会員の移動について	 

〔正会員数〕517 名	 （平成 24 年 7 月 4 日現在）	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 505 名	 未入金者 12 名	 	 

新入会	 5 名	 	 	 再入会者	 2 名	 
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退会者	 0 名	 

変更者	 1 名	 （他都道府県へ転出 1名）	 

事務局経理部	 

1．特になし	 

学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．奈良県医学検査学会運営マニュアルについて	 

奈良県医学検査学会のマニュアル作成した。	 

2.	 日臨技助成講習会について	 

日臨技支援金申請登録方法を決定し、説明を行った。	 

3．日臨技助成講習会の登録について	 

「臓器の移植に関する法律」の一部改正施行に伴い増加が見込まれる臓器提

供希望に適切に対応する為、移植医療の現場における脳波測定に関する知

識・技術の向上を図る講習会として、「脳死判定・脳波測定実践セミナー」H24

年 9 月 8 日（土）、科目：脳波検査、講師：高谷	 恒範会員を申請した。	 

4．奈良県医学検査学会について	 

学会運営にノートパソコンを映写、スライド確認、受付などに使用している

が、現状は不足している。次年度学会に備えて、関連 PC の office2010 化お

よびノートパソコン購入を検討する予定である。	 

	 

学術部	 精度管理担当	 

1.平成 24 年奈臨技精度管理調査について	 

参加施設と項目の確認、入力画面と手引書の確認を行った。配布試料の準備、

総合手引書、領収書を準備した。ただし入金していない施設は 11 施設（内メ

ーカー2）で領収書の代わりに催促書を送付した。	 	 

2．精度管理調査関連の公印・印影について	 

精度管理事業と長期精度管理事業で JAMTQC システムを利用して請求書、領収

書、参加証の発行が可能である。正式な書類として運営するためには、団体

名、会長名、公印の 3 つが入った印影が必要であり、約 5 万円の費用がかか

る。来年の精度管理事業や長期精度管理事業で利用できるように進めている

が、長期に使用するには法人移行などの問題点もあり、今後も検討を継続す

る。	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．特になし	 	 

学術部	 奈良県臨床検査協議会	 

1．臨床検査協議会の挨拶および発起人・理事推薦のお願いに7月17日(火)午後1

時より奈良県病院協会会長	 今川敦史先生（済生会中和病院長）を訪問する予

定である。	 

渉外部	 
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1．平成 24 年度公開講演会開催について	 

	 	 講演会テーマを「物忘れについて（仮）」として、準備を進めることとした。

また、併設研修会を検体・生体の 2コース開催する。	 

地域保健事業部	 

1．橿原市ふれあい・いきいき祭について	 

開催通知（10 月 14 日）と実行委員会会議出席依頼（7 月 10 日）があり、奈

臨技の企画を例年通りとして提示した。	 

地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．がん撲滅大会について	 

技師会の出展について企画を決定した（当日資料配布）。また日臨技公益委

託事業として企画書を事務局から申請した。	 

組織法規部	 

1．一般社団法人への移行申請について	 

オフィス中嶋より一般社団法人への移行申請について、タイムスケジュールの

提示があった。申請より移行登記まで相当の時間を要します。関係部署の一層

のご協力をお願いしたい（添付資料参照）。	 

福利厚生部	 

1．特になし	 

広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2012 年 7 月号	 第 218 号を発行した。	 

2．会誌まほろばについて	 

原稿依頼書を発行した。	 

3．奈臨技ニュースについて	 

各部局に掲載記事の確認を徹底して頂きたい。また、原稿提出締め切りを厳守

して頂きたい。	 

4．会誌まほろばの新人紹介の原稿について	 

新入会員の紹介コーナーとして、例年通り氏名、所属、現在の仕事の担当、や

ってみたい担当部署、血液型、趣味、自己アピールさらに顔写真を記載依頼し

ますので、ご協力をお願いしたい。	 

地区担当部	 

1.	 弔電 1件：7月 2日	 	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 
	 

Ⅵ	 会計報告	 

1．6月分の収支状況について	 

	 
	 別紙資料にて6月分の収支報告があり、承認した。	 
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Ⅶ	 議題	 	 

事務局	 

1．H24 年度奈良県医師会総会	 式典出席について	 

県医師会より標記式典への出席の依頼があった。出欠の回答期限が 6月 18 日

であったため三役会により宗川会長の出席とした。事後であるが、理事会での

承認の依頼があり、承認した。	 

	 

2．8 月理事会の休会について	 

例年 8月は理事の日程が調整できず通常理事会を休会としている。特別な議題

の提出予定がなければ休会とする提案があり、承認した。	 

	 

3．第 2回術中モニタリング研修会の広報について	 

標記研修会が 8月 25 日（土）午後 1時から新梅田研修センターにて開催され

る案内と広報依頼があった。昨年と同様ホームページおよびメーリングリスト

にて広報する提案があり、承認した。	 

	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．平成 24 年・25 年度生涯教育委員会について	 

標記委員会を別紙資料のとおり設置する提案があり、承認した。	 

	 

広報部	 

1．会誌まほろばの広告依頼について	 

会誌発行に際し、企業の広告掲載を別紙資料のとおりとする提案があり、一部

記載の訂正を行い承認した。	 

	 

2．広報委員の JAMTIS 権限について	 

奈臨技ニュース掲載の生涯教育研修の確認作業のために、広報委員永井直治

294282（天理よろづ相談所病院）に JAMTIS 学術権限を与える提案があり、承

認した。	 

	 

地域保健事業部	 公衆衛生担当	 

1．ガン撲滅のための臨床検査展について	 

運営の実施要項および当日実務委員について別紙資料にて提案があり、承認

した。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 1回生涯教育委員会	 
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日時：平成 24 年 7 月 30 日	 18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 	 

議題：①年間活動計画の立案	 

	 	 	 ②その他	 

	 

2．第 2回講演会等企画委員会	 

日時：平成 24 年 8 月 30 日	 18：30~	 

場所：天理医学研究所 7階第 2研究室	 

議題：①平成 24 年度公開講演会演者の決定について	 

	 ②講演会開催場所、開催日の決定	 

	 ③その他	 

	 

3．第 2回臨床検査データ標準化委員会	 

日時：8月末または 9月	 18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①長期精度管理調査について	 

	 ②奈良県臨床検査協議会（仮称）について	 

	 ③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 7 月 12 日	 

社団法人	 奈良県臨床衛生検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議	 	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 岡山	 幸成	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 延命	 孝也	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 	 上杉	 一義	 

	 


