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（社）奈良県臨床検査技師会	 平成 24 年度第 6 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 24 年 10 月 11 日（木）18:10～23:00	 

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、林田、高田、内間、梅木、久保、河野、延命、

吉村、岸森、横山、苗加、上杉、篠浦理事	 

欠 席 者：西岡理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 24 年度第 5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 9 月 13 日から平成 24 年 10 月 10 日）	 

1．平成 24 年度第 5回通常理事会：9月 13 日（木）／県リハビリセンター	 	 	 

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	 

2．平成 24 年度第 1回生涯教育研修会：9月 26 日（水）／県立医科大学	 厳橿会

館	 久保、今田	 

3．第 2回生涯教育委員会：9月 26 日（水）／県立医科大学	 厳橿会館	 久保、

今田	 

4．第 5 回近臨技会議・関西支部合同会議：9 月 29 日（土）／南紀白浜コガノイ

ベイホテル	 宗川、今田、内池	 

5．近臨技学術部会：9月 29 日（土）／南紀白浜コガノイベイホテル	 今田、	 

梅木	 

6．「がん検診を受けよう！」奈良県民大会：10 月 10 日（水）／県文化会館	 

	 	 宗川、内池	 

7．第１回奈良県臨床検査標準化協議会実務委員会：10 月 10 日（水）／天理よろ

づ相談所病院	 今田、内池、岸森、梅木	 

	 

以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．第 5回近臨技会議・関西支部合同会議：9月 29 日（土）／南紀白浜コガノイ

ベイホテル	 宗川、今田、内池	 

2．近臨技学術部会：9 月 29 日（土）／南紀白浜コガノイベイホテル	 今田、梅

木	 

3．「がん検診を受けよう！」奈良県民大会：10 月 10 日（水）／県文化会館	 
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	 	 宗川、内池	 

4．第１回奈良県臨床検査標準化協議会実務委員会：10 月 10 日（水）／天理よろ

づ相談所病院	 今田、内池、岸森、梅木	 

	 

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 回生涯教育委員会：9 月 26 日（水）／県立医科大学	 厳橿会館	 3 階大

ホール	 	 

	 

	 	 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	 

日臨技関西支部長会議	 

第 64 回日本医学検査学会について、担当技師会として立候補届が佐賀県臨床

検査技師会から提出され承認された。	 

IFBLS 学会について、立候補地は手上げ制で 12 月 21 日の委員会、22 日の理

事会で決定される。近畿としては兵庫県を押し、日臨技は京都府も立候補し

てほしい旨、通達があったが詳細がわからないと検討できないとのこと。	 

支部学会について、来年度は非会員規程に準ずる	 (現行ではプラス 1万円)。	 

感染症伝達講習について、グラム染色	 (保険点数新設の対応)、インフルエン

ザ(業務拡大)の講習会が 2 日間で実施され、各府県の最低 2 名の参加依頼が

あった。	 	 

事務局総務部	 

1．奈良県健康福祉部主催の「がん検診を受けよう！」奈良県民大会について	 

10 月 10 日（水）に県文化会館で催された標記大会に宗川会長、内池事務局長

が参加した。がん検診受診率を高める活動を実施するよう要請があった。	 

2．奈良県医師会による県民公開講座について	 

10 月 14 日（日）奈良県医師会館で開催される標記公開講座「病気と消費税」

に今田副会長、内池事務局長の参加申込みを行った。	 

3．国民健康増進委託事業	 啓発活動配布物について	 

日臨技より国民を対象とした公衆衛生思想並びに臨床検査の普及啓発活動を

目的とした事業の一環として「クリアファイル（乳がん予防啓発用及びエイ

ズ・HIV 予防啓発活動用の 2種類）」が各地臨技に送付されてきた。奈臨技ニ

ュースと合わせ、会員各位に配布した。	 

4．第 62 回日本医学検査学会一般演題座長候補推薦について	 

標記事項について学会事務局より血液 1 名、免疫 1 名の座長候補推薦依頼が
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きたため、学術部に推薦を依頼した。	 

5．庶務部会について	 

10 月 1 日（月）：奈臨技ニュース第 221 号、微生物研究班研修会案内、「クリ

アファイル（乳がん予防啓発用及びエイズ・HIV 予防啓発活動用の 2種類）」

の送付を行なった。	 

6．奈臨技 IT 委員会	 

新規掲載内容	 

10 月 1 日（月）：奈臨技ニュース 2012 年 10 月	 221 号を掲載した。掲載内

容は、ガン撲滅のための臨床検査展の報告、生涯教育研修会のお知らせ、奈

臨技よりお知らせ、2012 年データーを読む１）解説編等。	 

7.会員の移動について	 

〔正会員数〕525 名	 （平成 24 年 10 月 5 日現在）	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 516 名	 未入金者 9名	 	 

新入会	 0 名	 	 	 再入会者	 0 名	 

変更者	 1 名	 	 

退会者	 0 名	 

事務局経理部	 

1．奈臨技預金通帳名義変更について	 	 

9 月 25 日南都銀行天理支店にて預金通帳名義変更を行った。	 

学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．近畿地臨技研修会参加について	 
奈臨技会員は大臨技主催研修会に参加することがあり、その際研修会参加費
として非会員の会費を支払っているケースが多いため、奈臨技年会費領収書
を持参の徹底をニュース、研修会等で周知する。	 

学術部	 精度管理担当	 

1.	 特になし	 

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

て開催した。参加者は 22 名であった。第 2回研修会は 12 月 12 日に国保中

央病院	 飛鳥ホールにて開催予定である。	 

2）「学会発表の極意」の研修会を 5回シリーズで企画している。	 

	 	 開催は、平成 25 年 2 月から 10 月までの間に行う予定である。	 

学術部	 奈良県臨床検査協議会	 

1．奈良県臨床検査協議会設立について	 

標記協議会理事の選出を奈良県病院協会、奈良県医師会、日本臨床検査専門

医会、日本衛生検査所協会に依頼し、別紙資料のとおり推薦があった。県に

ついては、組織表・年計画表を提出し、積極的な参加と理事選出を依頼する

ため、会長と山本前会長を派遣する予定。また、第 1 回理事会は来年 1 月に
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開催し、3月または 4月に講演会を開催する方向で調整する。	 

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．特になし	 

組織法規部	 

1．一般社団法人への移行申請について	 

奈良県総務部審査担当者より以下の点について、補正、修正の指導があった。	 

1)	 第 39 条:この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示す

る方法により行う。原案は「官報に掲載」であったが、実際に官報をつかう

とかなり経費がかかり、手間にもなる。	 

2)	 文字の修正及び表現の仕方を変えるような指導。	 

	 ◎および→及び等々	 （文字の修正）	 

	 ◎総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し	 →総正会員の半数

以上であって	 とする。	 

福利厚生部	 

1．傷害賠償保険	 

・10 月 14 日（日）橿原ふれあいいきいき祭の傷害賠償保険に加入した。	 	 

・11 月 4 日（日）第 23 回桜井市民健康まつりの傷害賠償保険に加入した。	 

2．医療安全ガイドブックと保険の紹介について	 

会員への案内として、医療安全ガイドブックと保険の紹介をメディクプラン

ニングオフィスから送付した。	 

広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2012 年 10 月号第 221 号を発行した。	 

2．会誌まほろばについて	 

ほぼ原稿が集まり、校正と編集を行っている。	 

地区担当部	 

1．特になし	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1．9月分の収支状況について	 

別紙資料にて9月分の収支報告があり、承認した。	 
	 

Ⅶ	 議題	 	 
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事務局	 

1．奈良県臨床検査協議会について	 

標記協議会に当会からの選出理事を別紙資料にて提案があり、承認した。	 

	 

2．第 32 回近畿地区臨床検査大会について	 

日本衛生検査所協会近畿支部からの標記大会の招待に対し、宗川会長を派遣

する提案があり、承認した。	 

	 

事務局経理部	 

1．平成 24 年度予算委員会の申請について	 

平成 25 年度予算案作製に、別紙資料にて委員会の設置と日程の提案があり、

承認した。	 

	 

組織法規部	 

1.	 平成 24 年度	 施設代表者・施設連絡責任者会議について	 

別紙資料にて実施計画の提案があり、承認した。	 

	 	 

2.	 平成 24 年度新入・一般研修会について	 

別紙資料にて実施計画の提案があり、承認した。	 

	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．平成 24 年度第 1回生涯教育研修会のビデオ撮影について	 

演者のシスメックスからシスメックスのビデオライブラリーに登録する目的

で、当日の講演をビデオ撮影する申し入れに対し、ビデオ撮影を許可する提

案があり、承認した。	 

	 

福利厚生部	 	 

1．ボウリング同好会について	 

ボウリング同好会よりボウリング大会を、12 月 7 日（金）に開催する提案が別

紙資料にてあり、承認した。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 3回生涯教育委員会	 

日時：平成 24 年 12 月 12 日	 20：00~	 

場所：国保中央病院	 飛鳥ホール	 	 

議題：①平成25年度生涯教育研修会について	 

	 	 	 ②その他	 
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2．第 1回予算委員会	 

日時：平成 24 年 11 月 8 日	 18：00~	 

場所：奈良県総合リハビリテーションセンター	 討議室	 	 

議題：①会長の基本方針について	 

	 	 	 ②委員会実施計画について	 

③補正予算について	 

④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 10 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	 	 上杉	 一義	 

	 	 	 	 


