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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 5 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 9 月 12 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、内池、林田、高田、内間、岸森、梅木、河野、延命、

吉村、西岡、横山、苗加、上杉理事、山口監事	 

欠 席 者：久保、篠浦理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 25 年度第 4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 7 月 11 日から平成 25 年 9 月 11 日）	 

1．平成 25 年度第 4回通常理事会：7月 12 日（木）／県立医科大学附属病院	 

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	 

2．山中亨氏瑞宝双光賞受賞記念祝賀会：7月 14 日（日）／ホテル日航奈良	 	 	 

宗川、今田、岡山、内池、林田、高田、岸森、久保、梅木、河野、	 

延命、吉村、西岡、横山、苗加、上杉、篠浦	 

3．近臨技理事会・第 2回日臨技近畿支部幹事会合同会議：７月 20 日（土）／大

臨技事務所	 宗川、今田、内池	 

4．法人届け出：7月 25 日（木）／奈良県庁	 内池	 	 

5．第 2回講演会等企画委員会：8月 22 日（木）／天理医学研究所	 吉村、岡山、	 

上杉	 

6．平成 26 年度公開講演会講師依頼：8月 22 日（木）／天理よろづ相談所病院	 

心臓血管外科仁科副部長訪問	 岡山、吉村	 

7．第 4回検査研究部門運営委員会：9月 3日（火）／天理よろづ相談所病院	 	 

梅木、今田	 

8．糖尿病地域連携推進研究会：9月 7日（土）／奈良県社会福祉総合センター	 

宗川	 

9．経理部打合せ：9月 7日（土）／平成記念病院	 内間	 

	 

	 以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．近臨技理事会・第 2回日臨技近畿支部幹事会合同会議：７月 20 日（土）／大

臨技事務所	 宗川、今田、内池	 

2．法人届け出：7月 25 日（木）／奈良県庁	 内池	 	 
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3．平成 26 年度公開講演会講師依頼：8月 22 日（木）／天理よろづ相談所病院	 

心臓血管外科仁科副部長訪問	 岡山、吉村	 

4．糖尿病地域連携推進研究会：9月 7日（土）／奈良県社会福祉総合センター	 

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回講演会等企画委員会：8月 22 日（木）／天理医学研究所	  
2．第 4回検査研究部門運営委員会：9月 3日（火）／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	 

	 近臨技・日臨技近畿支部合同会議報告	 

1．第 32 回 IFBLS 学会について	 

国内組織委員会運営要項（案）が承認された。会場は国際会議場（神戸：ポ

ートピア）、期間は 2016 年 8 月 31 日（水）～9月 4日（日）の 5日間を予定

し、日本医学検査学会を同時開催する（9月 3日～4日）。	 

2．精度保証施設認証 1000 施設達成活動について	 

重点都道府県技師会は近畿では、京都府、兵庫県とされた。	 

3．認定心電検査技師制度運営移行について	 

日本心電学会から「認定心電検査技師制度運営移行のお知らせ」が発信され

たのを受け、日臨技の方針を記した「認定心電検査技師制度について」を各

地臨技に配布し、ホームページに掲載した。	 

また、9月に日本心電学会から日臨技の意向と異なる文書が日本心電学会会員

に配布されたが、日臨技から宮島会長より事実と異なるため破棄するよう要

請あった。	 

4．平成 25 年度認定心電検査技師研修会について	 

開催を次の通りとした。	 

	 	 日程：平成 25 年 9 月 28 日（土）～29 日（日）	 

会場：帝京大学本館	 

5．眼圧検査業務拡大の要望書について	 

厚生労働省へ標記要望書を提出した。	 

6.臨床検査の研究・調査における利益相反に関する指針（案）について	 

標記指針が承認された。	 

7．支部内会議運営規程について	 

①支部内会議を、年 1回開催し、経費は日臨技が負担する。	 
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構成メンバー：支部幹事、各県会長（支部幹事以外）、	 

学術関係者（10 名以内）、支部内日臨技理事	 

②支部幹事会を、年 2回開催し、必要経費は各県技師会が負担する。	 

	 	 構成メンバー：支部内幹事のみ、その他はオブザーバーとする。	 

事務局総務部	 

1．検査と健康展について	 

10月19日（土）に開催予定をしている検査と健康展について再度日臨技に申

請し助成をお願いした。その結果、日臨技からは審査の結果50万円の助成を

受けられることになった。	 

2．	 法人の届け出について	 

昨年度の事業について奈良県知事への法人届けについて奈良県医療政策部に

問い合わせたところ、一般社団法人に移行する以前の分について届け出が人

用との回答があり、7月 18 日に奈良県庁に届け出を行った。	 

3．TPP 交渉に対する意見、要望等について	 

	 日臨技より標記事項について、地臨技の意見を求められた。各理事より意見

を募集し、事務局より奈臨技では TPP 交渉に参加することに反対する旨返答

した。	 

4．第 4回アジア医学検査学会	 参加募集について（別紙資料あり）	 

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

ーの募集期間を延長するとの案内があった。	 

5．第 42 回医療功労賞の候補者推薦について	 

	 	 奈良県医療政策部より標記事項について候補者推薦の依頼があったが、該当

者なく、その旨報告した。	 

6．認定心電技師制度の認定検査技師機講への移行協議について	 

本年度の認定試験については、日臨技と日本心電学会とは別に実施する通達

があった。会員の不利益にならないようにするとの説明があり、引き続き認

定技師制度を一本化にするよう日本心電学会と協議を継続中。	 

7．庶務部会について	 

7 月 31 日（水）：奈臨技ニュース	 2013 年 8 月第 231 号、奈臨技会員証を送

付した。	 

8 月 29 日（木）：奈臨技ニュース	 2013 年 9 月第 232 号送付、まほろば会員

名簿確認資料、奈良県臨床検査協議会講演会の案内を送付した。	 

8．奈臨技 IT 委員会	 

8 月 1 日（木）：奈臨技ニュース 2013 年 8 月第 231 号を掲載した	 

8 月 14 日（水）：奈臨議ホームページに Google カスタム検索機能を追加した。

「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の

全部を改正する件について」の厚生労働省の通達を掲載した。	 

9 月 2 日（月）：奈臨技ニュース 2013 年 9 月第 232 号を掲載した	 



	 4	 

9．会員の移動について	 

〔正会員数〕534 名	 （平成 25 年 9 月 6 日現在）新入会累計	 21 名	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 528 名	 未入金者	 6 名	 	 

新入会	 2 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

変更者	 2 名	 （転入 1名、転出 1名）	 	 	 

退会者	 0 名	 	 	 	 

	 事務局経理部	 

1．講師料の税金について	 

講師料の税金は奈臨技経理部が一括して払うこととしたが、各部門の領収書・

支出命令書の記載方法を別紙資料のとおりとして処理するよう周知する。	 

	 学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．第 31 回奈良県医学検査学会について	 

開催日を2014年5月25日（日）とし、奈良県立医科大学	 臨床第１講義室にて
開催する。テーマは『これからの救急医療とどう向き合うか？』に決定し、	 	 特
別企画は1)	 特別講演は	 (仮題)救急現場と臨床検査への期待、2)	 シンポジウ
ムは	 (仮題)救急医療、臨床検査技師諸君がやらねば誰がやる、3）ランチョン
セミナー	 (仮題)教育・認定制度からの視点（大阪府立泉州救命救急センター	 臨
床検査室	 福田篤久）とした。	 

2．第 53 回日臨技近畿支部学会一般演題座長候補者推薦について	 

座長候補者推薦を以下の通りとした。	 

微生物	 277269	 宇井	 孝爾	 	 奈良県立医科大学附属病院	 

免疫血清	 290323	 薮内	 博史	 奈良県立医科大学附属病院	 

血液	 	 294282	 永井	 直治	 天理よろづ相談所病院	 

臨床化学	 294050	 倉田	 主税	 奈良県立医科大学附属病院	 

病理	 294148	 	 田邊	 雅世	 	 奈良県立医科大学附属病院	 

細胞	 	 	 	 	 	 	 290313	 辻野	 秀夫	 	 奈良県立三室病院	 

呼吸生理	 	 	 294127	 	 山中	 雅美	 	 奈良県立医科大学附属病院	 

神経生理	 	 	 294218	 小林	 昌弘	 	 天理よろづ相談所病院	 

一般	 	 	 294509	 橋本	 恵理子	 	 天理よろづ相談所病院	 

輸血	 	 	 294363	 辻本	 貴美	 	 奈良県立三室病院	 

管理運営	 264469	 岡田	 亨	 	 	 	 近畿大学医学部奈良病院	 

教育	 	 	 274520	 浦	 雅彦	 	 	 	 近畿大学医学部奈良病院	 

学術部	 精度管理担当	 

1.	 精度管理調査の領収書および参加証の発行について	 

領収書（朱印付）発行として Web から印刷できるようにした。なお、未納の

施設にはメールにて未納の案内を行った。また、9月 2日から施設別報告書、

参加証（朱印付）、統計統括表を Web からダウンロードできるようにした。	 

なお、その旨を各施設の申し込み者にメールにて連絡した。昨年に比べ約 1

ケ月早い報告書の完成となった。	 
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学術部	 生涯教育担当	 

1.	 特になし	 

	 渉外部	 

1．平成 25 年度公開講演会の進捗状況について	 

日時：平成 26 年 2 月 16 日（日）14 時～16 時	 

会場：なら 100 年会館	 中ホール	 

テーマ：「下肢静脈瘤の最新治療」（仮称）	 

サブテーマ：未定	 

講演会演者：仁科	 健	 先生（天理よろづ相談所病院	 心臓血管外科副部長）	 

なお、併設研修会は実施しないが、検査展の内容を充実させる。	 

地域保健事業部	 

1．奈良市健康イベント（10 月 20 日）の実務委員の派遣は、横山、延命、内間、

他 2名（天理よろづ相談所病院）として、参加する。	 

2．第 24 回桜井市民健康まつりが、	 11 月 10 日（日）生活習慣病予防コーナーで

血統検査・血管年齢チェック・骨密度測定を実施する。	 

	 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．団体ガン保険 Aflac について	 

団体保険の条件である加入者数 20 名を切っているため、加入に会員のご協力

を願いたい。また、個人での加入者の切り替えは団体保険として徳であり、

親族の加入も可能なので会員への周知をお願いしたい。	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュースについて	 

7月に第231号、8月に第232号を発行した。	 

2．会誌「まほろば」について	 

まほろばの原稿を締め切った（約 10 名未提出）。論文の原稿受け取りを 9 月

末までとしたい。進捗状況を学術部で調査して頂きたい。広告は、昨年 16 社

だったが、ミズホメディ・エムビーエルの協力により 18 社になる予定である。	 

	 地区担当部	 

1. 奈臨技事業の実務委員について	 
「ふれあい・いきいき祭～橿原市健康と社会福祉の祭典」及び「全国検査と健

康展」の実務委員を推薦した。	 

	 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	 

10 月 2 日（水）18:30~20:00 に、奈良県橿原文化会館にて開催する標記講演



	 6	 

会について、再度各施設の参加をお願いしたい。	 

	 臨床検査データ標準化委員会	 

1.	 特になし	 

	 精度保証施設認証委員会	 

1.	 特になし	 

	 叙勲受章祝賀会実行委員会	 

1．開催報告	 

出席者は 116 名であり、成功裏に終えることができた。反省点では、来賓者

の接待が十分ではなかった。	 

	 

	 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	 

7-8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．第 20 回近畿臨床工学会学術大会後援名義使用について	 	 

標記事項について第 20 回近畿臨床工学会事務局より依頼があり、三役にて承

認し後援する旨返答した。事後であるが承認の依頼があり、了承した。	 

	 

2．H26 年春の叙勲候補者の推薦について	 

奈良県医療政策部より標記事項について候補者推薦の依頼があった。当会か

ら、間瀬	 忠名誉会員、山名	 正夫名誉会員、山本	 慶和会員を推薦した。事後

であるが承認の依頼があり、了承した。	 

	 

学術部	 検査研究部門	 
1．第31回奈良県医学検査学会公示について	 
標記学会公示について別紙資料にて提案があり、一部修正し承認した。なお、
会員への配布は10月の奈臨技ニュースと同封とすることとした。	 

	 

地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．イベント用のぼり作製について	 

技師会の検査展等に使用するイベント用のぼりについて、別紙資料にてデザ

インと予算の提案があり、承認した。なお、2パターンで合計 5枚とした。	 

	 

組織法規部・福利厚生部	 
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	 1．新入一般研修・アウトドア同好会秋のレクリェーション合同企画について	 

	 標記研修会・レクリェーションの合同企画について、別紙資料にて提案があり、

承認した。	 

	 

臨床検査データ標準化委員会	 

1. 長期精度管理調査用試料の経費について	 
血液の管理血球が当初予定していた製品が販売中止になり、代替品で見積り

を取ったが予算より高額(約 30 万円)であった。参加費用の徴収も終わってい

るため了承を願う提案があり、承認した。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 3回精度管理調査事業推進委員会	 

日時：平成 25 年 10 月 17 日（木）	 18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 	 

議題：①実施後の問題点について	 

	 	 	 	 ②最終報告書について	 

	 ③その他	 

	 

2．第 2回奈良県臨床検査データ標準化委員会	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 日時：平成 25 年 9 月 20 日	 （金）18：30~	 

	 	 	 	 場所：天理よろづ相談所	 本館	 3 階	 第 3討議室	 

	 	 	 	 議題：①9月期長期精度管理調査結果解析	 

	 	 	 	 	 	 	 ②血液分野の長期精度管理調査の方法について	 

	 	 	 	 	 	 	 ③その他	 

	 

	 	 3.第 2 回奈良県精度保証施設認証委員会	 

	 	 	 	 日時：平成 25 年 9 月 20 日	 （金）18：30~	 

	 	 	 	 場所：天理よろづ相談所	 本館	 3 階	 第 3討議室	 

	 	 	 	 議題：①日臨技精度保証施設精度の啓蒙の進捗について	 

	 	 	 	 	 	 	 ②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 9 月 12 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 
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	 	 	 	 	 	 	 議	 	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 岡山	 幸成	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 延命	 孝也	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 	 上杉	 一義	 

	 

	 	 


