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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 3 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 6 月 13 日（木）18:00～20:15	 

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、岸森、河野、延命、吉村、西岡、

横山、苗加、上杉、篠浦理事	 

欠 席 者：内間、久保、梅木理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 25 年度第 1回通常総会議事録」の確認	 

	 標記議事録を確認し、一部誤記を修正し承認した。	 

	 

2.「平成 25 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。	 

	 

Ⅱ	 理事行動報告（平成 24 年 5 月 9 日から平成 25 年 6 月 12 日）	 

1．平成 25 年度第 2回通常理事会：5月 9日（木）／県立医科大学附属病院	 

	 	 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	 

2．第 30 回奈良県医学検査学会：5月 12 日（日）／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	 

3．平成 25 年度第 1回通常総会：5月 12 日（日）／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．第 2回検査研究部門運営委員会：5月 12 日（木）／県立医科大学附属病院	 	 

	 	 今田、梅木	 

5．会計処理打ち合わせ：5月 13 日（月）／平成記念病院	 内間、上杉	 

6.	 奈良県医療推進協議会役員会：5月 22 日（水）／奈良県医師会会館	 宗川	 

7.	 日臨技平成 25 年度定時総会：5月 25 日（土）／大森東急イン	 宗川、林田	 

8.	 第 1回叙勲祝賀会実行委員会：5月 29 日（水）／天理医学研究所	 岡山、	 

	 	 延命、林田	 

9．奈良県歯科医師会	 なら歯と口腔の健康づくり条例制定に伴う記念シンポジウ

ム：6月 2日(日)	 ／なら 100 年会館	 岡山	 

10.	 日本医療マネジメント学会奈良県支部理事会：6月 6日（木）／県総合福祉

センター	 宗川	 

11.	 第 1回生涯教育研修委員会：6月 9日（日）／天理よろづ相談所病院	 久保	 

	 	 今田	 
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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．奈良県医療推進協議会役員会：5月 22 日（水）／奈良県医師会会館	 宗川	 

2.	 日臨技平成 25 年度定時総会：5月 25 日（土）／大森東急イン	 宗川、林田	 

3．奈良県歯科医師会	 なら歯と口腔の健康づくり条例制定に伴う記念シンポジウ

ム：6月 2日(日)	 ／なら 100 年会館	 岡山	 

4.	 日本医療マネジメント学会奈良県支部理事会：6月 6日（木）／県総合福祉セ

ンター	 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 2回検査研究部門運営委員会：5月 12 日（木）／県立医科大学附属病院	 	 	 

2．第 1回叙勲祝賀会実行委員会：5月 29 日（水）／天理医学研究所	 	 

3.	 第 1回生涯教育研修委員会：6月 9日（日）／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	 

	 会長報告	 

1．奈良県医療推進協議会役員会	 

奈良県医療推進協議会の県民集会を平成 25 年 6 月 15 日（土）奈良県医師会

会館にて日本の医療を守るための TTP 交渉参加撤回を求める県民集会「TTP と

医療について」（仮題）開催され、会員の参加依頼があった。	 

2.	 日臨技総会	 

総会に先立ち日臨技から永年職務精励者に表彰状を授与された。全国対象者

は 1014 名で奈良県からは 11 名が表彰された。	 

	 第一号議案「事業報告」、第二号議案「平成 24 年度決算報告」、第三号議案

「役員の報酬等及び費用に関する規程の改正について」ともに承認された。

尚、第三号議案については役員の勤務、報酬内容、報酬額の各会員への事前

説明不足について謝罪され、その詳細を説明された。	 

認定心電検査技師制度については、日本心電学会と日臨技は詳細な点におい

て合意していないため、今年度の認定試験は別々に行うこととなった。	 

最後に、精度認証制度施設 1000 施設を目標に各府県への協力要請があり、奈

良県としても対応策を講じる。	 

3.	 日本医療マネジメント学会奈良県支部理事会	 
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第 8回学術集会の開催・会計報告があった。協議事項は、学会参加費 2000 円、

施設会費を10000円とし奈良県下の全病院に協力を求めることとした。また、

第 9回学術集会は平成 26 年 2 月に奈良県総合福祉センターで開催される。さ

らに第 10 回学術集会は県立奈良病院が担当することが決定した。	 

事務局総務部	 

1．平成 25 年度日臨技定時定期総会	 議決権行使書の回収について	 

標記議決権行使書について事務局にて取りまとめ、5月17日に日臨技に発送し

た（177枚）。	 

2．平成 25 年度年度各部局の事業予定について	 

各部局の業務把握のため、今年度の事業スケジュールを作成中。予定を書き

加えて事務局へ報告すること。なお、総会の開催回数および会計処理に伴う

総会の開催時期の見直しが必要であり、関係部局と協議する。	 

3．検査と健康展について	 

日臨技より 11 月を「全国検査と健康展開催月間」と定め、その期間中に全国

都道府県において一斉に検査と健康展を開催予定し、一ヶ所を中央会場、そ

れ以外は地方会場として実施する。この事業は厚生労働省が後援となり実施

するため、この時期に検査と健康展を主催する地臨技には 50 万円を補助する

との通知があった。	 

4.庶務部会について	 

5 月 31 日（金）奈臨技ニュース 2013 年 6 月第 229 号、SAS 勉強会案内を送付

した。	 

5．奈臨技 IT 委員会	 

5 月 31 日（金）：奈臨技ニュース 2013 年 6 月第 229 号を掲載した。	 

6.会員の移動について	 	 

〔正会員数〕525 名	 （平成 25 年 6 月 5 日現在）	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 518 名	 未入金者	 7 名	 新入会累計	 14 名	 

新入会	 10 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

変更者	 5 名	 （転入 2名、転出 3名）	 	 	 

退会者	 8 名	 	 	 (内、年会費未納による資格喪失者 7名）	 

なお、退会者の多くは会費未納による自動退会者であり、銀行口座振替による

納入として、再入会を勧める。	 

	 事務局経理部	 

1．平成25年度会計処理の説明	 

県ヘの提出書類について税理士千足氏から、法人移行後2期に分けて書類の作

成する必要と、平成24年度会計処理に25年度会費分が含まれる不具合の調整

について説明を受けた。	 

2．月度収支報告について	 	 
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会計ソフトの変更により、月度収支報告表の書式が変更となる。各部局での

収支が表示できないので、今後検討する。	 

3．奈臨技資産と講師料の税金の支払い方法について	 	 

会計処理の変更に合わせて、ノート PC などの資産の登録と講師料の税金支払

い方法を明確にする必要があり、対応について調査を行う。	 

	 学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．第 30 回	 奈良県医学検査学会開催報告	 

奈良県立医科大学	 臨床第1講義室,	 第1講義室の2会場で行った。一般演
題	 22演題、シンポジウム	 4演題、ランチョンセミナー	 1演題,特別講演	 １演
題で行い、参加人数は156名であった。	 
会長賞ならびに学術奨励賞については、以下の通りとした。	 

	 ［会長賞］	 
膵腫瘤に対するEUS-FNAにおけるベットサイド迅速細胞診の評価	 

天理よろづ相談所病院	 高橋	 明徳	 

	 ［学術奨励賞］	 

大豆イソフラボンが血管内皮機能に与える影響と IL-6 の関係について	 

	 	 	 	 	 	 	 市立奈良病院	 森山	 美奈子	 	 

2．学会運営について	 

奈良県医学検査学会のマニュアルを更に改定する必要があり改定更新するこ

ととした。また、以下の通り委員会を開催し準備を進める。	 

・6月 25 日（火）・・・第 3回委員会	 

	 	 奈良学会マニュアル作成	 	 

・9月 3日（火）・・・第 4回委員会	 

	 	 その企画・特別講演テーマ・依頼者など会議審議する。	 

・10 月 22 日（火）・・・第 5回委員会	 

	 	 	 公示日・演題登録締め切り日・抄録締め切り日。要望演題を決定させる。	 

・2月 4日（火）・・・第 6回委員会	 

	 	 演題登録状況の確認、奈臨技事務局へ委嘱状発行、役割分担の決定する。	 

・4月 15 日（火）・・・平成 26 年度第 1回委員会	 

	 	 抄録の査読、タイムスケジュールの決定等	 

3．検査研究部門運営委員会について	 

平成 25 年度の検査研究部門運営委員会は委員長を天理よろづ相談所医学研

究所	 福塚氏とし、副委員長を県立医科大学附属病院	 高谷氏と決定し運営す

る。その他委員の変更は別紙資料の通りである。	 

4．支部企画学術研修会について	 

日臨技より支部の特性を生かした研修会の実施要請があり、下記の講習会の

実施要項の配布があり、各分野長に送付し周知した。	 

①支部指定講習会【感染症】：「感染症法及び診療報酬改定に伴う検査室の対

応と特定業務法制化に向けての取り組み」	 

②支部指定講習会【輸血】：「輸血療法における安全管理体制の統一化」	 
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学術部	 精度管理担当	 

1.	 精度管理調査進捗状況について	 

精度管理調査事業の申し込みは 57 施設（前年度比較１減）で 5月 31 日に受

付を終了した。	 

	 学術部	 生涯教育担当	 

1.平成 25 年度生涯教育研修会について	 

①6月 8日（土）と 6月 9日（日）において平成 25 年度	 生涯教育研修会	 

「第 1回	 やさしい統計学の極意」を開催した。参加者数は 38 人であった。	 

	 	 	 	 ②6月 9日（日）第 2回生涯教育研修会の内容について委員会で協議した。	 

	 渉外部	 

1．特になし	 

地域保健事業部	 

1．橿原ふれあい・いきいき祭について	 

開催日が 10 月 13 日（日）と決定を受けた。第 1回担当者会議を 6月 17 日に

開催される。	 

	 地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．特になし	 

組織法規部	 

1．特になし	 

福利厚生部	 

1．傷害賠償保険について	 

第 30 回奈良県医学検査学会と平成 25 年度通常総会の傷害賠償保険に加入と

名簿の提出を行った。	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2013 年 6 月号第 229 号を発行した。	 

	 地区担当部	 

1．慶弔について	 

弔電 1件：5月 9日	 

	 叙勲受章祝賀会実行委員会	 

1．祝賀会日程と進捗状況について	 

発起人は、岡山副会長（代表）、山名正夫名誉会員、宗川会長、山本慶和前天

理よろづ相談所病院技師長の 4名。実行委員は、加えて延命理事、林田理事，

北川孝道（天理よろづ相談所病院）として、準備を進める。開催日は 7月 14

日（日）6 時からとして、ホテル日航奈良（飛天の間）で挙行する。現在、

案内者をリストアップし案内状の発送を行った（183 通）。その他、各施設の

参加者を奈臨技ニュース等で募りたい。なお、理事・監事は義務出席をお願

いしたい。	 
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	 以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1．4-5月分の収支状況について	 

会計ソフトのPC会計による新形式で4-5月分の収支状況の提示があり、承認し

た。なお、各部局の収支が不明のため、今後検討することとした。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

	 1．「精度保証施設認証の取得施設の 1000 施設目標達成へのお願い」について	 

標記事項について、日臨技より協力要請があった。精度保証施設認証制度の

説明と、現在施設認証を受けている施設での利用状況および写真を用い、広

報部と IT 委員会の協力を得て奈臨技ニュース、ホームページによる啓発活動

を行う提案があり、承認した。	 

	 

2．「H25 年度和臨技 HIV/AIDS 対策海外人材育成研修」の募集について	 

標記事項について和臨技より募集案内があった。奈臨技ニュースおよびホー

ムページを用いて会員へ案内をする提案があり、承認した。なお、締切は 7

月 31 日である。	 

	 

	 3．がん検診受診勧奨キャッチフレーズの募集と奈良県民会議総会の開催について	 

奈良県健康福祉部健康づくり推進課より標記事項の案内があり、会員へのキ

ャッチフレーズの募集の広報を奈臨技ニュースおよびホームページにて行う。

また、平成 25 年度「がん検診を受けよう！」奈良県民会議総会への出席につ

いて協力する提案があり、承認した。また、当日検査についての展示が可能

であるため、今後対応を協議する。なお、申し込み締切は 7月 31 日である。	 

	 

	 組織法規部	 

1．叙勲祝賀会予算について	 

標記予算について、参加人数 80 名とした見積りによる予算書が別紙資料にて

提出され、承認した。	 

	 

	 渉外部	 

1．加速度脈波形（血管年齢測定）購入について	 

血管年齢測定は、公開講演会検査展やその他の検査展で実施しているが、多

くの測定希望者が集まるため、測定に時間を要する。昨年度は 1台レンタル

（フクダ電子）したが希望者が多く会場の使用時間を延長した。また、レン

タル料が、昨年度より 2倍の 21,000 円（消費税込）となったことより、別紙

資料のカタログと見積りの加速度脈波計を 1台購入する提案があり、承認し
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た。	 

	 

	 学術部検査研究部門	 

1．第 30 回奈良県医学検査学会	 会計報告	 

標記学会の収支決算が別紙資料にて報告があった。内容不備として次回

理事会への継続審議とした。	 

	 

	 広報部	 

1．平成 25 年度会誌「まほろば」について	 

標記会誌の掲載内容について、別紙資料のとおり企画案が提出され、一部修

正の上承認した。	 

	 

2．会誌「まほろば」の広告依頼について	 

標記広告依頼について、別紙資料のとおり提案があり、一部修正の上承認し

た。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 2回精度管理調査事業推進委員会	 

日時：平成 25 年 7 月 1 日（月）	 18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 入院棟	 

議題：	 ①精度管理調査実施の試料配布準備について	 

	 	 ②その他	 

	 

2．第 2回講演会等企画委員会	 

日時：平成 25 年 8 月 22 日	 18：30~	 

場所：天理医学研究所	 第 1研究室	 

議題：	 ①公開講演会演者について	 

	 	 ②会場、開催日について	 

	 	 ③企画、役割分担等について	 

	 	 ④その他	 

	 

3．第 1回生涯教育委員会	 

日時：平成 25 年 6 月 9 日（日）12：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 入院棟	 

議題：	 ①第 2回研修会について	 

	 	 ②第 3回研修会について	 

	 ③その他	 
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4．第 3回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成 25 年 6 月 25 日（火）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 入院棟	 

議題：	 ①学会マニュアルについて	 

	 	 ②その他	 

	 

5．第4回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成 25 年 9 月 3 日（火）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 入院棟	 

議題：	 ①企画・特別講演テーマについて	 

	 ②その他	 

	 	 

6．第5回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成 25 年 10 月 22 日（火）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 入院棟	 

議題：	 ①特別講演の内容について	 

	 ②その他	 

	 

7．第6回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成 26 年 2 月 4 日（火）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 入院棟	 

議題：	 ①演題登録状況について	 

	 ②委嘱状発行、役割分担について	 

	 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 25 年 6 月 13 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	 
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