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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 25 年度第 1 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 4 月 11 日（木）18:00～20:45	 

開催場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

出 席 者：宗川、今田、岡山、内池、林田、高田、内間、岸森、河野、延命、吉村、

西岡、横山、苗加、上杉、久保、篠浦、梅木理事、山口監事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 24 年度第 11 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 2回総会議事録」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 3 月 14 日から平成 25 年 4 月 10 日）	 

1．平成 24 年度第 11 回通常理事会：3月 14 日（木）／県リハビリセンター	 	 	 

	 宗川、岡山、内池、高田、内間、河野、延命、吉村、西岡、苗加、上杉、	 

	 久保、篠浦、梅木、岸森、林田	 

2．平成 24 年度新人・一般研修会：3月 16 日（土）／県立医科大学	 	 	 

	 宗川、今田、岡山、内池、高田、内間、河野、延命、横山、西岡、林田	 

	 苗加、上杉、久保、篠浦、吉村、岸森	 

3．平成 24 年度第 2回通常総会：3月 16 日（土）／県立医科大学	 	 	 

	 宗川、今田、岡山、内池、高田、内間、河野、延命、吉村、横山、西岡、	 

	 苗加、上杉、久保、篠浦、梅木、岸森、林田	 

4．経理コンサルタントの進め方の打ち合わせ：3月 15 日（金）／平成記念病院	 	 

内間	 	 

5．第 58 回奈良県健康づくり財団理事・評議員会：3月 22 日（木）／奈良県健

康づくりセンター	 岡山	 

6．平成 24 年度第 1回 IT 委員会：3月 28 日（木）／天理医学研究所	 林田	 

7．日臨技関西支部幹事会・近臨技理事会：3月 30 日（土）／大臨技事務所	 

	 	 宗川、今田	 

8．第 1 回検査研究部門運営委員会：4月 10 日（水）／天理医学研究所	 今田、	 

	 梅木	 

	 

	 	 以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．第 58 回奈良県健康づくり財団理事・評議員会：3月 22 日（木）／奈良県健

康づくりセンター	 岡山	 
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2．日臨技関西支部幹事会・近臨技理事会：3月 30 日（土）／大臨技事務所	 

	 	 宗川、今田	 

	 

	 	 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．平成 24 年度第 1回 IT 委員会：3月 28 日（木）／天理医学研究所	 	 	 

2．第 1回検査研究部門運営委員会：4月 10 日（水）／天理医学研究所	 	 

	 

	 	 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	 

1．平成 25 年春の叙勲について	 

3 月 25 日（月）奈良県医療政策部より、当会名誉会員	 山中	 亨氏の保険衛生

功労により瑞宝双光賞の受賞が決定した旨通知があった。	 

2．平成25年度日臨技助成金について	 

標記事項について日臨技事務局より別紙資料の通り通達があった。	 

3．奈良県臨床検査協議会会員登録状況について	 

4 月 3 日現在の登録は 8施設であった。会員不足のため、技師会として会員施

設に対し協議会会員登録の促進をおこなう。	 

4.庶務部会について	 

4 月 1 日（月）奈臨技ニュース	 2013 年 4 月第 227 号の送付、平成 24 年度奈

臨技精度管理参加証及び精度管理報告書、平成 25 年度関西支部学会案内、ひ

ろはま壮チラシ送付を行った。	 

5．奈臨技 IT 委員会	 

・4月 1日（月）：奈臨技ニュース 2013 年 3 月第 226 号を掲載した。	 

6.会員の移動について	 

	 	 	 正会員数〕517 名	 （平成 25 年 04 月 04 日現在）	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 450 名	 未入金者	 67 名	 	 

新入会	 0 名	 	 	 再入会者	 0 名	 

変更者	 7 名	 （施設変更 1名、転出 2名、転入 3名）	 	 	 

退会者	 9 名	 

	 事務局経理部	 

1．平成 24 年度決算について	 	 

税理士千足氏と決算について打ち合わせを行い、進め方を確認した。	 

	 学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．研修会の日臨技支援金申請について	 
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	 以下の 3研修会の申請が承認された。	 

1）H25/03/21	 ABC分類による胃がんリスク評価について	 
2）H25/03/22	 術中モニタリングの基礎と実践編	 
3）H25/03/08	 悪性リンパ腫・白血病における遺伝子診断とその活用	 
なお、平成24年度の申請13件、承認13件であった。	 

	 学術部	 精度管理担当	 

1.	 特になし	 

	 学術部	 生涯教育担当	 

1．特になし	 

	 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．平成 24 年度奈臨技新入・一般会員研修会について	 

平成 25 年 3 月 16 日(土)に「広域災害における医療と検査～東日本大震災の

教訓を今後へ～」をテーマとして、東日本大震災の経験から考えうる今後の

取り組み・アイデア等々、日本における地震動災害・広域複合災害の長期想

定これまでの医療面における災害対策の振り返りの内容にて開催した。	 

参加者は 51 名（理事 16 名含む）。	 

福利厚生部	 

1．傷害賠償保険	 

・3 月 16 日（土）平成 24 年度新入・一般会員研修会、第 2 回通常総会の傷害

賠償保険の名簿提出。	 	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2013 年 4 月号第 227 号を発行した。	 

2．5月号の奈臨技ニュースは、会員の入会方法および変更（異動）方法の説明を

予定しています。GW前に発送を予定しており、原稿締め切り日の厳守をお願

いしたい。	 

	 地区担当部	 

1．第30回奈良県医学検査学会実務委員について	 

	 標記実務委員として接待係2名、会場受付2名を推薦した。	 

日臨技関連	 

1．日臨技報告について	 

当会主催研修会の講師料については外部講師 3万円、内部講師（会員、日臨

技役員 1 万円）とし、講義時間に応じて 90 分以上 1.5 倍、30-90 分 1.0 倍、

30 分以下 0.5 倍とする。輸血のサーベイについては使用する試料の提供を日
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本赤十字社に申請された。会議については支部内連絡会議 1回、支部幹事会

2回、支部内学術代表者会議 1回（10 名以内）とする。支部名称を 4月 1日

より関西支部から近畿支部となる。2016 年ＩＦＢＬＳ学会の開催地が兵庫県

に決定し、第 65 回日臨技学会と合わせて行う。	 

2．近畿支部幹事会報告	 

1）平成 25 年度研修会予定：微生物 2回（奈良県、京都府）病理・細胞（奈良

県）、臨床化学（福井県）、一般（大阪府）、血液（和歌山県）、生理（京都府）	 

2）第 52 回関西支部学会（和歌山）のマイナス決算 149 万円について：125 万

円を日臨技が補填し、残りの 24 万円を近臨技が補填することとした。	 

3）近畿地区 3団体協議会の開催について：今後継続的に友好関係を維持する

ために定期的な会議の開催をしていく。世話人は滋賀医大吉田技師長にお願

いした。参加メンバーは各府県の幹事とした。	 

4）近畿 OB 会について：OB 会運営を再度見直し、名簿の作成入会意思の確認な

どをしていくこととする。	 

5）支部研修会の非会員の参加費：原則会員の２倍とする。	 

	 

	 以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1．3月分の収支状況について	 
	 別紙資料にて3月分の収支報告があり、承認した。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

	 事務局	 

1．平成 25 年度第 1回総会役員の推薦について	 

標記事項について、各地区より受付および総会役員の推薦を依頼する提案があ

り、承認した。なお、担当は北部地区であり、受付 3名（北部）、議長 2名（中

部・南部）、書記 2名（中部・南部）、議事録署名人 2名（中部・南部）、議

事運営委員 3名（北部・中部・南部）である。	 

	 

2．平成 25 年度第 1回総会議案書について	 

標記事項について別紙資料の通りとする提案があり、一部誤字脱字を修正し承

認した。	 

	 

3．看護の日フェスタの新聞広告掲載の協力について	 

標記サンケイ新聞広告の協力依頼について、例年通り協力する提案があり、承

認した。	 
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	 組織法規部 
1．組織運営規程の改正について 
一般社団法人移行に伴う定款変更にて、諸規程の修正が必要となった。別紙

資料の通り、会費規程を組織運営規程より独立させ新たに設定し、その他の規

程については、軽微な修正を行い継承していく提案があり、了承した。なお、

本議案は総会議案として承認を得る。 
 

	 学術部	 検査研究部門担当	 

1．学術部学会用ノートパソコン購入について	 

学会運営に当たり、別紙資料の通りノートPCを購入する提案があり、承認した。

なお、ソフトはoffice	 business	 2010、power	 point2010(DELL用)	 、アンチウ

イルス、PCは5年保証とすることとした。	 

	 

2．第 30 回奈良県医学検査学会運営について	 

演題登録を締め切り、演題数が決定した。当日の学会運営は別紙資料の通り2
会場にて発表を行う提案があり、承認した。	 
	 

	 学術部精度管理担当	 

1． 平成 24 年度精度管理調査報告書の奈臨技ホームページ掲載について	 
標記報告書を奈臨技ホームページの「技師会員のみなさまへ」から password 管

理のもとダウンロードできる画面について、別紙資料にて提案があり、一部修

正の上承認した。	 

	 

2．平成 25 年度精度管理委員会の申請について	 

標記委員会について、別紙資料にて申請する提案があり、委員会名簿と共に承
認した。	 

	 

	 表彰委員会	 

1．叙勲授章祝賀会について	 

平成 25 年春の叙勲で瑞宝双光章を授章され山中	 亨名誉会員の祝賀会を開催す

る提案があり、承認した。なお、発起人を岡山副会長として運営委員会設立し、

開催案を作製することとし、日時は 7月中とした。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 1回広報委員会	 

日時：平成 25 年 4 月 23 日（火）	 18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 本院	 7 階研究所事務室	 

議題：①奈臨技ニュース詳細、役割分担	 

	 ②まほろば詳細、役割分担	 
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	 ③その他	 

	 

2．第 1回講演会等企画委員会	 

日時：平成 25 年 6 月 20 日（木）	 18：30~	 

場所：天理医学研究所	 第 1研究室（予定）	 

議題：①平成 25 年度公開講演会について	 

	 ②公開講演会演者	 

	 ③講演会開催場所、開催日	 

	 ④その他企画、役割分担等	 

	 

	 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 25 年 4 月 11 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 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	 


