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（社）奈良県臨床検査技師会	 平成 24 年度第 5 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 24 年 9 月 13 日（木）18:10～20:00	 

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、岡山、内池、高田、内間、梅木、久保、延命、吉村、西岡、

横山、苗加、上杉、篠浦理事	 

欠 席 者：林田、河野、岸森理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 24 年度第 4回理事会議事録」の確認	 

2．「平成 24 年度臨時総会理議事録」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 7 月 12 日から平成 24 年 9 月 12 日）	 

1．平成 24 年度第 4回通常理事会：7月 12 日（木）／県リハビリセンター	 	 	 

今田、岡山、内池、林田、上杉、内間、久保、横山、梅木、西岡、延命、	 

吉村、河野、岸森、苗加、篠浦、高田	 

2．近臨技・関西支部合同会議：7月 16 日（月）／大臨技事務所	 今田、内池	 

3．臨床検査協議会準備挨拶：7 月 17 日（火）／奈良県市町村会館	 奈良県病院

協会会長と接見	 今田	 

4．法人報告届け出：7月 18 日（水）／奈良県庁	 内池	 

5．公開講演会講師依頼：7月 27 日（金）／県立医科大学精神医学講座岸本教授

を訪問	 吉村	 

6．第 1回生涯教育研修委員会：7月 30 日（月）／天理よろづ相談所病院	 今田、

久保	 

7．臨時関西支部幹事会：8月 26 日（日）／大臨技事務所	 今田、宗川	 

8．第 2回公開講演会等企画委員会：8月 30 日（木）／天理医学研究所	 岡山、

上杉、吉村	 

9．奈臨技臨時総会：8月 31 日（金）／県立医科大学	 	 宗川、今田、岡山、	 

内池、林田、高田、内間、延命、梅木、久保、西岡、吉村、岸森、横山、	 

苗加、篠浦、上杉	 

10．第 4回検査研究部門運営会議：9月 6日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 

今田、梅木	 

11．対がん協会	 がん撲滅のための臨床検査展：9月 9日（日）／奈良県健康づく

りセンター	 西岡、岡山、岸森、横山、篠浦	 

	 

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．近臨技・関西支部合同会議：7月 16 日（月）／大臨技事務所	 今田、内池	 

2．臨床検査協議会準備挨拶：7 月 17 日（火）／奈良県市町村会館	 奈良県病院

協会会長と接見	 今田	 

3．法人報告届け出	 ：7月 18 日（水）／奈良県庁	 内池	 

4．公開講演会講師依頼：7月 27 日（金）／県立医科大学精神医学講座岸本教授

を訪問	 吉村	 

5．臨時関西支部幹事会：8月 26 日（日）／大臨技事務所	 今田、宗川	 

6．対がん協会	 がん撲滅のための臨床検査展：9 月 9 日（日）／奈良県健康づく

りセンター	 西岡、岡山、岸森、横山、篠浦	 

	 

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回生涯教育研修委員会：7月 30 日（月）／天理よろづ相談所病院	 	 

2．第 2回公開講演会等企画委員会：8月 30 日（木）／天理医学研究所	 	 

3．第 4回検査研究部門運営会議：9月 6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	 

宗川会長	 

1．日臨技関西支部幹事会	 

本年度より近臨技研修会は日臨技関西支部研修会として実施し、近臨技は発

展的解消することを各府県会員に通達する。また研修会等の申請から報告ま

での手順については再度整理する。関西支部として日臨技学術組織再構築関

する検討委員として大臨技の高田厚照氏を推薦する。関西支部学会の順番を

H25 年福井県から兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の順番

で開催する。	 

事務局総務部	 

1．南都銀行の名義変更について	 

南都銀行の名義を前会長の山本氏から現会長宗川理事に名義変更するため、

平成 23 年度第 2 回通常総会議事録および平成 24 年度第 1 回通常理事会議事

録の写しを経理担当理事に送り変更を依頼した。	 

2．ガン撲滅運動およびミニ検査展開催のため委嘱状発行について	 

標記事業のため委嘱状を発行し、公衆衛生担当理事に配布を依頼した。	 

3．会誌「まほろば」広告依頼について	 
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	 広報担当理事の依頼を受け、賛助会員に会誌「まほろば」広告依頼を行った	 

4．近臨技・関西支部合同会議について	 

7 月 16 日（月）大臨技事務所にて標記会議が行われ、中町支部長（大阪）より

第 1回日臨技支部長連絡会議の報告があった。	 

この会議で支部学会規定、支部研修会開催手順が決定された。	 

1) 議長	 宮島会長、副議長	 斉藤支部長とする	 
2) 支部研修会の会計は全て報告する	 
3) 支部研修会に年間 70 万円（1回 10 万円を上限とする日臨技負担）	 
4) 支部研修会の赤字は日臨技が負担する	 
5) 会長トップダウンで運営せず、運営方針は未定だが学術研究班は作る	 
6) 支部学会は同時開催は了承されたが、合同開催は認めず	 
7) 近畿支部への名称変更は了承されたが時間が必要	 

5．日臨技 JAMTQC の使用申請について	 

	 	 7 月 17 日（火）精度管理事業のため、胡内会員、猪田会員の JAMTQC 使用申

請書を日臨技に送付した。	 

6.	 奈良県臨床検査協議会の理事選出依頼について	 

	 標記依頼を奈良県病院協会、奈良県医師会に文書で行った。	 

7．日臨技「生涯教育研修制度運用に関するお知らせ」について	 

	 日臨技より生涯教育研修制度運用の変更通知があった。	 

① 日臨技行事の参加受付に専用のバーコードリーダーを用いる必要がなくな
った。	 

②履修証明書の発行が地臨技ではなく会員専用のページから会員自身がおこ

なうことに変更された。	 

③修了証書の発行は 4月末に日臨技より「生涯教育研修制度	 修了証書」を直

接修了者に送付に変更した。	 

8.Aflac ガン保険について	 

加入者の在籍確認があり、事務局で確認し書類を返送した。	 

9.平成 25 年度春の叙勲対象者について	 

奈良県医療政策部より平成 25 年度春の叙勲対象者の推薦依頼があり、事務局

より間瀬	 忠、山中	 亨	 名誉会員を推薦した。	 

10.日本医学検査関西支部学会事務局より CPC 参加協力について	 

	 標記協力依頼が和歌山県の学会事務局からあり、学術部長に推薦を依頼した。	 

11.学術組織再構築に関する検討委員会委員の推薦について	 

	 日臨技より標記依頼があり、正会員より広く公募したいとの意向のため、奈臨

技ニュースにて奈臨技の会員に通知した。	 

12.近臨技の発展的解消について	 

	 7 月 16 日（月）の近臨技理事会での決定を受け富永会長より会員に対し標記

事項についてのお知らせがあった。	 
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13.平成 24 年度奈臨技臨時総会開催について	 

平成 24 年度第 1 回通常総会にて承認された一般社団法人への移行申請に関わ

る定款変更の賛成票が会員 3/4 に足りないとの県からの指摘があった。法人移

行の手続き上、急ぎ必要な事項であったため 8 月 31 日（金）県立医科大学に

て臨時総会を開催した。当日、出席者 34 名、委任状による出席者 414 名合計

448 名の賛成があり、会員総数 526 名の 3/4 以上で本議案は承認された。	 

14．事務局書類の整理について	 

廃棄可能な書類を整理し、経理部資料・会員名簿・精度管理調査報告書・地

臨技会誌等を天理市清掃センターに持ち込み焼却処分をした。	 

15．庶務部会について	 

7 月 26 日（木）奈臨技ニュース No.219 の送付を行なった	 

8 月 08 日（水）平成 24 年度臨時総会案内の送付を行った	 

8 月 21 日（火）第 52 回日臨技関西支部医学検査学会ポケットプログラム等の

送付を行った。	 

8 月 30 日（木）奈臨技ニュース No.220 等の送付を行った。	 

16．奈臨技 IT 委員会	 

1）新規掲載内容	 

8 月 1 日	 奈臨技ニュース 2012 年 8 月	 219 号を掲載した。掲載内容は、奈

臨技アウトドア同好会よりお知らせ、ミニ臨床検査展およびガン

撲滅運動のお知らせ、日臨技関西支部医学検査学会NSTだより等。	 

8 月 10 日	 平成 24 年度奈臨技臨時総会のお知らせを掲載した。	 

8 月 24 日	 学術組織再構築に関する検討委員会委員の推薦についてのお知ら

せを掲載した。	 

8 月 31 日	 奈臨技ニュース 2012 年 9 月	 220 号を掲載した。掲載内容は、奈

臨技アウトドア同好会よりお知らせ、日臨技からのお知らせ等。	 

9 月	 1 日	 平成 24 年度日臨技関西支部輸血研修会～輸血療法における安全管

理体制～開催のお知らせを掲載した。	 

	 	 	 	 	 近畿臨床検査技師会からのお知らせ（近畿臨床検査技師会の発展

的解消について）をした。	 

社）日本臨床検査同学院から、第 28 回「緒方富雄賞」受賞につい

て掲載した。	 

9 月	 4 日	 21 世紀を担う臨床検査技師実践セミナー	 和歌山・2012（平成 24

年度日臨技関西支部医学検査学会期間中）の案内を掲載した。	 

17.会員の移動について	 

〔正会員数〕525 名	 （平成 24 年 9 月 6 日現在）	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 515 名	 未入金者 10 名	 	 

新入会	 6 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

変更者	 2 名	 （他都道府県より転入 2名）	 
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退会者	 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．第52回日臨技関西支部医学検査学会CPC参加者の推薦について	 

	 	 	 	 天理よろづ相談所病院の豊田	 茂美	 会員を推薦した。	 

2．日臨技支援金申請研修会の申請について	 
	 	 	 1）画像検査	 

超音波実技講習会(心臓・腹部):平成 24 年 11 月 17 日（土）	 

	 	 	 2）血液	 	 

慢性骨髄性白血病(CML)のすべて:平成 24 年 11 月 22 日(木)	 

なお、採用については、前回の脳波研修会を含め３題とも採用になった。	 

3．献血血液の研究開発等での使用に関する指針について	 
奈良県医療政策部より標記指針が届き、検査研究部門各位に資料を送付配布し
た。	 

4．検査研究部門運営委員会委員の変更について	 

	 	 	 別紙資料の通り病理検査分野長の変更があった。	 

5．第 30 回奈良県医学検査学会について	 

記念大会として、ランチョン、シンポジウム、特別講演を企画することとした。

学会テーマは	 未定であるが医療安全をメインに考えている。	 

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	 

施設別報告書を作成中。Web アップは 10 月中旬を目標としている。	 	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．平成 24 年度生涯教育研修会について	 

1）「学ぼう精度管理」をテーマに第 1回研修会は 9月 26 日に厳橿会館におい

て開催する。第 2回研修会は 12 月に開催する。	 

2）「学会発表の極意（仮）」の研修会をシリーズで企画する。	 

学術部	 奈良県臨床検査協議会	 

1．奈良県病院協会会長に接見し、設立の趣意を説明し協力をお願いした。	 

渉外部	 

1．平成 24 年度公開講演会について	 

	 	 日時：平成 25 年 3 月 3 日（日）	 14 時～16 時	 

	 	 会場：橿原万葉ホール	 	 

	 	 テーマ：「物忘れと予防と対策」	 

	 	 サブテーマ：「認知症を知る・予防する・治療する」	 

	 	 講演会演者：岸本	 年史	 奈良県立医科大学精神医学講座教授	 	 

その他：併設研修会の開催	 

地域保健事業部 
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1．地域保健事業について	 

下記の事業に協力を行う。	 

1）第23回桜井市民健康まつり：11月4日（日）	 

2）世界糖尿病デ－に合わせた奈良市保健所事業イベント：11月23日（金）/	 

	 奈良市役所6階	 

3）なら糖尿病デ－2012：12月2日（日）/奈良県文化会館	 

2．橿原市ふれあい・いきいき祭の実務委員について	 

標記実務委員として、理事の協力と共に各地区3名の選出を依頼をしている。	 

地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．がん撲滅大会について	 

平成24年9月9日（日）県健康づくりセンターで標記大会が行われ、技師会と

して臨床検査展を開催した。実務委員16名で血糖測定、血管年齢測定等をお

こなった。来場者は約100名（詳細は別紙資料）。	 

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、7月 23 日移行申請書類を電子申請した報告を受けた。こ

れより奈良県総務部による補正が始まる。	 

福利厚生部	 

1．傷害賠償保険	 

・8 月 31 日（金）の平成 24 年度臨時総会の傷害賠償保険の加入と名簿を提出

した。	 

・9月	 9 日	 (日)のミニ臨床検査展およびガン撲滅運動の傷害賠償保険に加入

した。	 

・11 月 17 日（土）の超音波実技講習会の傷害賠償保険に加入した。	 

広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2012 年 8 月号第 219 号、9月号第 220 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。	 

地区担当部	 

1．弔電1件：7月19日	 	 

2．平成24年度奈臨技臨時総会の役員を推薦した。	 

3．橿原市ふれあい・いきいき祭の実務委員を選出した。	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1．7・8月分の収支状況について	 
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	 	 別紙資料にて7・8月分の収支報告があり、承認した。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

事務局	 

1．春の叙勲について	 

奈良県医療政策部より春の叙勲について当会該当者の調査依頼があった。期

限が 8月 8日（水）であったため、三役決済にて間瀬	 忠、山中	 亨名誉会員

を推薦した。事後ではあるが承認を願う提案があり、了承した。	 

	 

2．「がん検診を受けよう！」奈良県民会議について	 

奈良県健康づくり推進課より標記会議に会員としての参加依頼があった。返

事を急ぐため、会長決済で事務局より会員登録承諾書を送付した。事後では

あるが承認を願う提案があり、了承した。	 

	 

3．平成 24 年度奈臨技臨時総会開催について	 

オフィス中嶋より、「第 1回通常総会で承認された定款の一部改正が定款で

定める会員総数の 3/4 の承諾が得られていないため、無効である」との県か

らの指摘について報告があった。法人移行のため必要な案件であり、早急に

臨時総会の開催が必要となり、三役会にて 8月 31 日県立医科大学にて標記総

会を開催することとした。すでに実施済みであるが承認を願う提案があり、

了承した。	 

	 

4．平成 24 年度院内感染対策講習会推薦について	 

奈良県医療政策部より標記講習会の参加者の推薦依頼があった。期限が 8月

17 日までであったため、三役および学術部長とで検討し、大和橿原病院	 田

平	 昭彦会員を推薦した。事後ではあるが、承認を願う提案があり、了承した。	 

	 

5．緒方富雄賞受賞者の広報について	 

日本臨床検査同学院より緒方富雄賞受賞者および授賞式について会員への案

内依頼があり、ニュース、ホームページへ掲載した。事後ではあるが、承認

を願う提案があり、了承した。	 

	 

6．「なら糖尿病デー2012」後援名義の使用許可について	 

日本糖尿病協会奈良県支部より標記依頼があった。技師会として例年の参加

行事であり今年も協力する提案があり、承認した。	 

	 

	 7．糖尿病地域連携推進研修会について	 
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奈良県医療政策部からの標記案内について、奈臨技ニュースおよびホームペ

ージで会員に案内する提案があり、承認した。	 

	 

	 8．奈良県放射線技師会 60 周年記念式典について	 

奈良県放射線技師会 60 周年記念式典の招待があり、宗川会長を派遣する提案

があり、承認した。なお、式典は平成 24 年 10 年 27 日（土）午後 1時よりホ

テル日航奈良にて開催される。	 

	 

	 9.	 「がん検診を受けよう！」奈良県民大会参加について	 

奈良県健康づくり推進課より標記大会が 10 月 10 日（水）文化会館で開催さ

れりため、技師会への参加依頼があり、宗川会長、内池事務局長を派遣する

提案があり、承認した。	 

	 

学術部	 検査研究部門担当	 

1．奈良県医学検査学会におけるノート PC の購入について	 

奈良県医学検査学会の受付を含めた運営にノート PC が不足している。次年度

会計にて購入する提案があり、承認した。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 2回生涯教育委員会	 

日時：平成 24 年 9 月 26 日	 19：30~	 

場所：奈良県立医科大学	 厳橿会館	 3 階大ホール	 	 

議題：①平成24年度第2回生涯教育研修会について	 

	 	 	 ②半期の活動計画について	 

③その他	 

	 

2．第 3回精度管理推進委員会	 

日時：平成 24 年 10 月 18 日	 18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①施設別報告書の最終確認	 

	 ②最終報告書の作成について	 

	 ③その他	 

	 

3．第 3回講演会等企画委員会	 

日時：平成 24 年 11 月 15 日	 18：30~	 

場所：天理医学研究所	 7 階第 2研究室	 

議題：①講演会準備について	 

②公開講演会併設研修会及び検査展について	 
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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 9 月 13 日	 

社団法人	 奈良県臨床衛生検査技師会	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 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	 

	 

	 

	 


