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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 6 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 10 月 10 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、岡山、内池、林田、高田、内間、岸森、梅木、河野、延命、久保、

吉村、西岡、苗加、上杉、篠浦理事、山口監事	 

欠 席 者：今田、横山理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 25 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 12 日から平成 25 年 10 月 9 日）	 

1．平成 25 年度第 5回通常理事会：9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．第 1回臨床検査データ標準化委員会：平成 25 年 9 月 20 日	 ／天理よろづ相談

所病院	 今田、河野	 

3．第 1回精度保証施設認証委員会：平成 25 年 9 月 20 日	 ／天理よろづ相談所病

院	 今田、河野	 

4．第 3回生涯教育研修会：9月 26 日（木）／天理よろづ相談所病院、久保、	 

	 	 高田	 

5．奈良県臨床検査協議会理事会：10 月 2 日（水）／橿原文化会館	 	 	 

宗川、今田、内池、内間、梅木	 

6．奈良県臨床検査協議会講演会：10 月 2 日（水）／橿原文化会館	 

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、上杉、篠浦	 

	 以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．奈良県臨床検査協議会理事会：10 月 2 日（水）／橿原文化会館	 	 	 

宗川、今田、内池、内間、梅木	 

2．奈良県臨床検査協議会講演会：10 月 2 日（水）／橿原文化会館	 

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、上杉、篠浦	 

	 

	 	 以上の役員等派遣報告を、承認した。	 
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Ⅳ	 会議、委員会等開催報告	 

1．第 1回臨床検査データ標準化委員会：平成 25 年 9 月 20 日／天理よろづ相談

所病院	 

2．第 1回精度保証施設認証委員会：平成 25 年 9 月 20 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	 

	 事務局総務部	 

1．第 63 回日本医学検査学会バーナーについて	 

第63回日本医学検査学会事務局より各地臨技のホームページに第63回日本医

学検査学会のバーナーを載せて欲しいとの要請があった。会員に学会開催を

周知のために、ホームページ運営委員会に相談し10月1日より当会のホームペ

ージにもリンクした。	 

2．支部内連絡会議および幹事会の違いについて	 

前回の理事会で近畿支部の支部内連絡会議と幹事会の役割について近畿支部

の事務局に問い合わせた結果、「支部内の実情・要望等を理事会に反映するた

め各支部において、毎年１回支部内連絡会議を開催することができると規定

されており、また幹事会については支部運営規定	 第７条に、幹事は幹事会を

構成し、支部の業務を執行する。第 9 条には、支部に幹事会を置き会議を開

催すると規定されている、との返事があった。	 

3．全国検査と健康展医師派遣について	 

日臨技より標記事項について案内がきた。これは各都道府県において、「臨

床検査専門医による健康相談」等の事業を行うため専門医が必要な場合は、

共催団体の日本臨床検査専門医会から派遣いただくことになっており、日臨

技が纏めて当該事務局に依頼することとしているためである。そのため各都

道府県技師会において、独自で専門医を確保することが困難な場合は、日臨

技から日本臨床検査専門医会に連絡し、医師の派遣を斡旋する事業である。

なお当会では、今年は奈良県立医科大学の山﨑先生にお願いした。	 

4．庶務部会について	 

9 月 30 日（月）奈臨技ニュース	 2013 年 10 月第 233 号、第 53 回近畿学会ポ

ケットプログラム、平成 26 年度日臨技全国学会ポスター、平成 26 年度奈良学

会公示の送付を行った。	 

5．奈臨技 IT 委員会	 

10 月 1 日（火）：奈臨技ニュース 2013 年 10 月第 233 号を掲載した。	 

トップページに、「第 63 回日本医学検査学会（新潟市）」のリンク（バナー）

を設置した。	 



	 3	 

6．会員の移動について	 

	 〔正会員数〕534 名	 （平成 25 年 10 月 5 日現在）新入会累計	 20 名	 

新入会	 2 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

変更者	 1 名	 （転入 0名、転出 1名、）	 	 	 

退会者	 0 名	 	 	 	 

	 事務局経理部	 

1．予算委員会開催について	 

予算委員会を開催し平成26年度予算案を作製する。第1回は会長の基本方針と

各部局からの補正予算の申請についてである。	 

2．講師料の支出命令書記載方法と処理について	 

講師料には源泉徴収税がかかり、講師料の領収書・支出命令書には源泉徴収率	 

10.21％で計算した金額を記入し、講師には税金分を引いた金額を支払う。	 	 	 

3.予算委員会開催について	 

Ｈ26年度予算のための委員会を別氏資料のとおり開催する。	 

	 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	 

標記学会の公示を行った	 
学術部	 精度管理担当	 

1.特になし	 

学術部	 生涯教育担当	 

1.	 平成 25 年度生涯教育研修会について	 

①9月 26 日（木）天理よろづ相談所病院において山中	 亨名誉会員を講師に

向かえ平成 25 年度	 生涯教育研修会「第 3回分かりやすい話し方の極意」

を開催した。参加者数は 31 人であった。	 

	 	 	 	 ②9月 26 日（木）第 4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.	 平成 25 年度公開講演会について	 

	 	 1）講演会のテーマを「下肢静脈瘤の病態と最新治療」に決定した。	 

	 	 2）公開講演会での後援名義使用の依頼を行った。	 

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．特になし	 

福利厚生部	 

1．傷害賠償保険について	 

10 月	 13 日（日）橿原ふれあいいきいき祭りと 11 月 16 日（土）超音波実技
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講習会の傷害賠償保険に加入した。	 

2．アフラック団体ガン保険について	 

アフラックから、会員への団体ガン保険の紹介を、DM 発送として依頼した。	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュースについて	 

10月に第233号を発行した。	 

	 地区担当部	 

1．実務委員選出について	 
「桜井市民健康まつり」および「なら糖尿病デー2013」の実務委員を推薦し
た。	 

2．慶弔について	 

	 弔電1件：10月5日	 	 

	 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標記講演会を開催

した。参加者は 128 名で技師会員 102 名、賛助会員とその他 26 名であった。	 

	 

	 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	 

9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．「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画担当者講習会」について	 	 

日臨技から標記事項の各地臨技受講者推薦依頼について、当会からは嶋田	 昌

司会員（天理よろづ相談所病院）を推薦する提案があり、承認した。	 

	 

2．役員推薦委員について	 

役員推薦委員会から役員推薦委員である松岡	 浩子氏（宇陀市立病院）の退職

に伴い、後任として吉岡	 明治氏（天理よろづ相談所病院）を推薦する提案が

あり、承認した。	 

	 

3．近畿 SMBG セミナーについて	 

	 標記セミナーについて共催のニプロ㈱より、毎年近畿の各地臨技が主催し行

ってもらっているが、今回は奈臨技に依頼があった。会員の知識・技術習得
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に役立つことから学術部の協力にて開催を依頼する提案があり、承認した。	 

	 

4．第 4回奈良県野球肘検診協賛金について	 

特定非営利活動法人奈良野球少年を守る会より第21回ジュニア親善学童軟式

野球大会2013に合わせ第4回奈良県野球肘検診を開催するにあたり当会に協

賛金の依頼があった。今回は見送り今後の活動を注視して以降の共催を検討

することとした。	 

	 

5．一般社団法人奈良県病院協会	 記念式典への出席について	 

奈良県病院協会より 11 月 17 日（日）に開催される設立 25 周年および一般社

団法人への移行の記念式典について会長宛に出席依頼があった。会長を派遣

する提案があり、承認した。	 

	 

6．奈良県理学療法士会法人設立20周年記念祝賀会への出席について	 
奈良県理学療法士会より11月17日（日）に開催される設立20周年記念式典に
ついて会長宛に出席依頼があった。会長を派遣する提案があり、承認した。	 
	 

7．年賀状の送付について	 

年始の挨拶として年賀状送付を例年通り行う提案があり、承認した。今年度

お世話になった方々のリストアップを次回理事会までに事務局に報告するこ

ととした。	 

	 
福利厚生部	 

1．ボウリング同好会の企画について	 

ボウリング同好会より奈臨技ボウリング大会の企画案が別紙資料にて提案が

あり、承認した。なお、日時は 11 月 29 日（金）18 時半から、会場は富士ボ

ウルである。	 

	 

組織法規部	 

1．平成 25 年度施設代表者会議・施設連絡責任者会議について	 

表記研修会を地区担当部と合同にて、別紙資料にて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 1回予算委員会	 

日時：平成 25 年 11 月 14 日（木）	 18：00~	 

場所：県立医科大学附属病院	 	 

議題：①基本方針について	 

	 	 	 	 ②補正予算について	 

	 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 10 月 10 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 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	 

	 


