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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 4 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 7 月 11 日（木）18:00～20:30	 

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、林田、高田、内間、岸森、久保、梅木、河野、延命、

吉村、西岡、横山、苗加、上杉、篠浦理事	 

欠 席 者：内池理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 25 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 13 日から平成 25 年 7 月 10 日）	 

1．平成 25 年度第 3回通常理事会：6月 13 日（木）／県立医科大学附属病院	 

	 	 宗川、今田、岡山、内池、高田、河野、延命、吉村、横山、西岡、苗加、上

杉、篠浦、梅木、岸森、林田	 

2．日本の医療を守る県民集会：6月 15 日（土）／奈良県医師会館	 	 宗川、今田、

岡山、内池、上杉	 

3．平成25年度「ふれあい・いきいき祭～橿原市健康と社会福祉の祭典～」担当者

会議：	 6月17日（月）／橿原市保健福祉センター北館	 横山	 

4．第 1回講演会等企画委員会：6月 20 日（木）／天理医学研究所	 吉村、岡山、

上杉	 

5．第 1回精度保証施設認証委員会：6月 21 日（金）／天理よろづ相談所病院	 	 

	 	 今田	 

6．第 1 回臨床検査データ標準化委員会：6 月 21 日（金）／天理よろづ相談所病

院	 今田	 

7．第 3回検査研究部門運営委員会：6月 25 日（火）／天理よろづ相談所病院	 	 

	 	 	 今田、梅木	 

8．奈良県健康づくり財団第 1回定時評議員会：6月 27 日(木)	 ／奈良県健康づく

りセンター	 岡山	 

9．平成 25 年度第 2回精度管理事業推進委員会：	 7 月 1 日（月）／天理よろづ相

談所病院	 河野	 

	 

	 	 以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．日本の医療を守る県民集会：6月 15 日（土）／奈良県医師会館	 	 宗川、今田、

岡山、内池、上杉	 
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2．平成 25 年度「ふれあい・いきいき祭～橿原市健康と社会福祉の祭典～」担当

者会議：	 6 月 17 日（月）／橿原市保健福祉センター北館	 横山	 

3．奈良県健康づくり財団第 1回定時評議員会：6月 27 日(木)	 ／奈良県健康づく

りセンター	 岡山	 

	 

	 	 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回講演会等企画委員会：6月 20 日（木）／天理医学研究所	 

2．第 1回精度保証施設認証委員会：6月 21 日（金）／天理よろづ相談所病院	 	 

3．第 1 回臨床検査データ標準化委員会：6 月 21 日（金）／天理よろづ相談所病

院	 	 

4．第 3回検査研究部門運営委員会：6月 25 日（火）／天理よろづ相談所病院	 	 

5．平成 25 年度第 2回精度管理事業推進委員会：	 7 月 1 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	 

	 会長報告	 

1．TTP 交渉における意見・要望の集約について	 

日臨技より内閣官房 TPP 政府対策本部が電子メールで各団体等から「TPP は医

療そのものを直接の交渉とはしていないが、間接的に、混合診療の解禁、医

療への企業参入、医療関連人材の流入、流出などが問題になる可能性があり

その意見、要望、情報等の受付ける」との通知があり、メールにて役員に意

見を求め日臨技に回答した。	 

	 岡山副会長	 

1．奈良県健康づくり財団理事会・評議員会議	 

辞任に伴う評議員の選任(4 名)および任期満了に伴う役員の改選(3 名)と、平

成 24 年度事業報告および決算報告があり、特に問題なく承認された。	 

	 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	 

日臨技より標記議決権行使書取りまとめ委託金の通知があった。なお、奈臨

技会員からの有効受領回収数は335枚であり、委託金として16,750円の振り込

みがあった。	 

2．H25 年度新入会員研修の日臨技助成金について	 

日臨技より別紙資料の通り、新人会員の研修として①日臨技概要説明	 ②主

な日臨技事業の紹介	 ③日臨技からの情報伝達について 1 時間以上の研修に
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ついて１万円＋新入会員１名 500 円の助成をする旨通知があった。	 

なお、期間は H25 年 4 月～H26 年 2 月までの間である。	 

3．検査と健康展の日臨技助成について（別紙資料あり）	 

標記事項について「奈良県では対ガン協会と共催して行うこと、また日臨技

の指定されている 11 月ではなく 10 月開催を予定しているが日臨技から助成

していただけないか」について日臨技に文書回答を求めた件、日臨技より 11

月に全国一斉に「検査と健康展」を開催するよう地臨技の協力要請があった。

また、日臨技より開催月を 11 月にすること、主催を日臨技、共催を地臨技に

すること、また開催内容も別紙資料にて詳細な指定があった。	 

4．日臨技公益事業委託金について	 

	 日臨技より標記事項について、①がん予防啓発に関する事業(9 月を中心に)	 

②青少年への STI・HIV 予防啓発教育事業について（通年）地臨技が主催して

開催する場合、日臨技名を主催者名に併記することで一律 20 万円委託金を出

すとの通知があった。	 

5.第 4 回アジア医学検査学会	 参加募集について	 

日臨技より 10 月 2 日～4日にシンガポールで開催される標記学会の参加ツア

ーの案内があった。なお、締切は 7月 31 日、費用は 10 万円以内である。	 

6.庶務部会について	 

7 月 1 日（月）：奈臨技ニュース 2013 年 7 月第 230 号、近畿支部学会のポスタ

ー、賛助会員に会誌「まほろば」の公告依頼を送付した。	 

7．奈臨技 IT 委員会	 

6 月 14 日（金）：第 3回奈良術中モニター講習会のご案内、脳死判定・脳波測

定実践セミナーのご案内第 10 回自動呼吸機能検査研究会のご案内を掲載し

た。	 

6 月 20 日（木）:	 平成 25 年度（第 53 回）日臨技近畿支部医学検査学会開催

のお知らせ、精度保証施設認証制度 1000 施設の取得目標！、がん検診受診勧

奨キャッチフレーズの募集のご案内、平成 25 年度和臨技 HIV/AIDS 対策海外

人材育成研修開催のお知らせを掲載した。	 

6 月 29 日（土）：奈臨技ニュース 2013 年 7 月第 230 号を掲載した。	 

8．会員の移動について	 

〔正会員数〕531 名	 （平成 25 年 7 月 5 日現在）新入会累計	 19 名	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 523 名	 未入金者	 8 名	 	 

新入会	 5 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

変更者	 5 名	 （転入 2名、転出 2名、県内施設変更 1名）	 	 	 

退会者	 0 名	 	 	 	 

	 事務局経理部	 

1．特になし	 

	 学術部	 検査研究部門担当	 	 
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1．第 31 回奈良県医学検査学会の開催日について	 

日本医学検査学会（5月17日～5月18日）と重ならないように、2014年5月25日
（日）に開催する。テーマは『救急医療』とした。	 

学術部	 精度管理担当	 

1.	 精度管理調査の進捗状況について	 

精度管理事業の試料の配布を 7 月 2 日（火）に行い、同日から回答の受付を

開始した。回答締め切りは 7月 19 日（金）とした。なお、試料配布にはアル

フレッサ（株）、京都和光純薬（株）、（株）メディセオの協力を得た。	 	 

	 学術部	 生涯教育担当	 

1.	 第 2回生涯教育研修会について	 

「学会発表の極意」シリーズの第 2回は、「スライド作成の極意」をテーマと

して 7 月 18 日（木）に開催する。講師は大林	 準会員（天理医学研究所）で

ある。	 

	 渉外部	 

1．特になし	 

地域保健事業部	 

1．平成 25 年度橿原市「ふれあい・いきいき祭」について	 

担当者会議が開催され、例年通りの事業内容であった。	 

2．桜井市民健康まつりについて	 

11 月 10 日に開催が予定されており、今年度も協力をする予定。なお、技師会

の存在感を示すために幟の作製を考えたい。	 

	 地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．特になし	 

組織法規部	 

1．公益目的支出計画実施報告書等の提出」について	 

一般社団法人移行後の第 1 回目の「公益目的支出計画実施報告書等の提出」

を 6月 17 日(月)、中嶋行政書士事務所より奈良県に提出した。	 

2.	 新入・一般研修会について	 

	 例年、3月開催の総会と同日に開催していたが、日臨技より「新入会員研修

会」助成金の案内があり、なるべく早い時期に実施できるように他の技師会

行事との調整を進めている。	 

福利厚生部	 

1．特になし	 	 	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュースについて	 

6月末に第230号を発行した。第231号は、トップページに山中氏受章式典記録	 

として岡山理事に原稿依頼をしている。また、検査室だよりは、県立医科大

学附属病院として内池理事にお願いをしている。	 
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2．会誌「まほろば」について」	 

広告依頼書を発行し事務局にて配付依頼した。	 

	 地区担当部	 

1．特になし	 

	 奈良県臨床検査協議会	 

1．奈良県臨床検査協議会講演会について	 

標記講演会を平成 25 年 10 月 2 日（水曜日）18:30~20:00 に、奈良県橿原文

化会館にて開催することが決定した。なお、案内は後日配布するが、100 名

程度の出席を目指し、奈臨技ニュースを通して各施設で参加者を募りたい。	 

	 臨床検査データ標準化委員会	 

1.	 長期精度管理参加施設を増やすための対策	 

1）施設での申請を一括で出来るよう、来年度から日臨技サーベイと同一用紙

で同時に申し込みができるよう様式を変更にする。	 

2）参加証を発行し、意識付ける。	 

	 精度保証施設認証委員会	 

1.	 精度保証施設認証の啓蒙について	 

1）日臨技の案内を別封で施設に配布する。	 

2）サーベイ結果から認証取得可能施設である旨を施設に案内をする。	 

3）分野研修会で啓蒙スライドを挿入してもらい、会員に繰り返し案内する。	 

4）ホームページに認証施設名称を掲載する。	 

5）認証取得施設の技師長と認証プレートの写真を奈臨技ニュースに掲載する。	 

	 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	 

出席者は 7月 10 日（水）までに、120 名であった。式次第・催し物が決まり、

現在は司会進行および当日の会場準備を進めている。なお、式は立礼に始ま

り、退席前に 3 グループでの集合記念写真を撮り、最後は答礼で終わること

した。また、技師会関係の受付として、今田副会長と河野理事にお願いした。	 

	 

	 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	 

会計ソフトのPC会計による新形式で6月分の収支状況の提示があり、承認した。

また、各部局の収支についても同様に提示があった。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

	 事務局	 

1．糖尿病地域連携推進研修会について	 
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奈良県医療政策部より糖尿病地域連携推進研修会開催の案内があり、出席の

要請があった。役員を派遣する提案があり、宗川会長を派遣することで承認

した。なお、9月 7日（土）14 時より奈良県社会福祉センターで開催である

が、事前申込（8月 30 日（金）締切）が必要である。	 

	 

2．講師料の源泉徴収について	 

講師料の税金支払いについて、源泉徴収として技師会が行う提案があり、承

認した。なお、領収書は講師料に源泉徴収分を加えた金額として記載するこ

ととした。	 

	 

3．第 20 回近畿臨床工学会学術大会後援について	 

標記学術大会長より後援名義使用の許可願いがあった。臨床工学分野におけ

る臨床・研究・教育の普及に賛同し大会の後援をする提案があり、承認した。	 

	 

学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．第 30 回奈良県医学検査学会決算について	 

前回の理事会で継続審議となっていた標記決算について、再度別紙資料にて
提示があり、一部修正し承認した。学会で使用したノートPCは、技師会の資
産として検査研究部門の什器備品代に加えることとした。	 
	 

福利厚生部	 

1．アウトドア同好会について	 

アウトドア同好会より別紙資料にて秋のレクリエーションの提案があった。

行き先は和歌山マリーナシティ、開催日は 10 月 27 日として、承認した。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 3回講演会等企画委員会	 

日時：平成 25 年 11 月 21 日（木）	 18：30~	 

場所：天理医学研究所 7階第 1研究室	 

議題：	 ①平成 25 年度公開講演会検査展について	 

	 	 	 	 ②その他	 

	 	 

2．第 4回講演会等企画委員会	 

日時：平成 26 年 1 月 23 日（木）18：30~	 

場所：天理医学研究所 7階第 1研究室	 

議題：	 ①平成 25 年度公開講演会進捗状況について	 

	 	 ②最終確認	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ③その他	 
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	 	 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 7 月 11 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議	 	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 今田	 周二	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 延命	 孝也	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 	 上杉	 一義	 

	 

	 	 

	 

	 	 

	 

	 


