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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 8 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 12 月 12 日（木）18:30～20:30	 

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、高田、内間、河野、延命、吉村、横山、苗加、

上杉理事、山口監事	 

欠 席 者：林田、岸森、梅木、西岡、久保、篠浦理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 25 年度第 7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 25 年 11 月 14 日から平成 25 年 12 月 11 日）	 

1．第 7回通常理事会：11 月 14 日（木）／県立医科大学附属病院	 

岡山、今田、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、横山	 

2．第 1 回予算委員会：11 月 14 日（木）／県立医科大学附属病院	 岡山、今田、	 

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、横山	 

3．奈良県理学療法士協会法人移行記念式典：11 月 17 日（日）／ホテル日航奈良	 

宗川	 

4.	 一般社団法人奈良県病院協会法人移行記念・設立 25 周年記念式典：11 月 17

日（日）／奈良ロイヤルホテル	 宗川	 

5．第 3回臨床検査データ標準化委員会：11 月 22 日（金）／天理よろづ相談所病

院	 河野、今田	 

6．第 3回精度保証施設認証委員会：11 月 22 日（金）／天理よろづ相談所病院	 	 

今田、河野、今田	 

7.	 なら糖尿病デー2013：11 月 24 日（日）／奈良県文化会館	 宗川、横山、上杉、

篠浦	 

8．第 3回講演会等企画委員会：11 月 28 日（木）／天理よろづ相談所病院	 吉村、

上杉	 

9．ボウリング同好会：11 月 29 日（金）／富士ボウル	 岡山、今田、内池、西岡、

高田、苗加	 

10．第 6回検査研究部門運営会議：12 月 3 日（火）／天理よろづ相談所病院	 

今田、梅木	 

11．近畿支部学会シンポジウム打合せ会議：12 月 7 日（土）／神戸国際会議場	 	 

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．奈良県理学療法士協会法人移行記念式典：11 月 17 日（日）／ホテル日航奈良	 

宗川	 

2.	 	 一般社団法人奈良県病院協会法人移行記・設立 25 周年記念式典：11 月 17 日

（日）／奈良ロイヤルホテル	 宗川	 

3.	 なら糖尿病デー2013：11 月 24 日（日）／奈良県文化会館	 宗川、横山、上杉、

篠浦	 

4．近畿支部学会シンポジウム打合せ会議：12 月 7 日（土）／神戸国際会議場	 	 

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．第 1回予算委員会：11 月 14 日（木）／県立医科大学附属病院	 

2．第 3回臨床検査データ標準化委員会：11 月 22 日（金）／天理よろづ相談所病

院	 	 

3．第 3回精度保証施設認証委員会：11 月 22 日（金）／天理よろづ相談所病院	 	 

4．第 3回講演会等企画委員会：11 月 28 日（木）／天理よろづ相談所病院	 

5．第 6回検査研究部門運営会議：12 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	 

事務局総務部	 

1． 各賞受賞候補者の推薦について 
日 臨技より永年職務精励賞、日臨技有功賞、日臨技学術奨励賞の推薦依頼があ
った。学術部に推薦を依頼した。締切は平成 26 年 1 月 17 日である。 

2．「検査部門の実態調査」・「会員の意識調査」実施への協力のお願いについて	 

	 	 標記事項について日臨技より各施設宛にアンケート用紙が事務局に送ってき

た。12 月の奈臨技ニュースの配布に合わせて各施設に配布した。	 

3．日本の医療を守る県民集会出席のお願いについて	 

	 	 	 奈良県医療推進協議会より12月19日（木）17時より奈良県医師会館で開催さ

れる標記県民集会に当会より5名の出席を依頼された。	 

	 	 	 会長が所用のため、岡山副会長、今田副会長、事務局長、内間理事、梅木理

事が出席することとした。	 

4．新年交礼会について	 

奈臨技役員と役員 OB、名誉会員、顧問、名誉顧問との新年交礼会を 1 月 11
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日（土）18：00 より	 八木駅南口下車	 徒歩 1 分「採食酒喜	 たち花」にて

開催する。なお、会費は 5,000 円とする。	 

5．庶務部会について	 

12 月 2 日（月）奈臨技ニュース 2013 年 12 月第 235 号、日臨技雑誌「ピペット」

を送付した。	 

12 月 4 日（水）日臨技・近畿支部輸血講習会の案内、日本臨床検査医学会・日

本臨床検査同学院共催各種認定試験の案内を送付した。	 

6．奈臨技 IT 委員会	 

12 月 2 日（月）：奈臨技ニュース 2013 年 12 月第 235 号、第 63 回日本医学検査

学会一般演題募集期間の延長についてを掲載した。	 

7．会員の移動について	 

	 〔正会員数〕537 名	 （平成 25 年 11 月 7 日現在）新入会累計	 21 名	 

新入会	 1 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

変更者	 1 名	 （転入 0名、転出 0名、異動 1名）	 	 	 

退会者	 0 名	 	 	 	 

事務局経理部	 

1．会計処理について	 

11 月会計と来年度予算について、税理士千足先生と打ち合わせを行った。	 

2．予算委員会について	 

各部局から予算を受付、集計を行った。	 

	 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	 

	 学会の具体的内容を決定した。公示2を1月に出すこととした。	 
	 

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.平成 25年度公開講演会について 
・奈臨技ニュース 1月号に平成 25 年度公開講演会の案内文を掲載依頼した。	 

・テルモ、インテグラル、シスメックスに労務提供の依頼を行った。	 

地域保健事業部	 

1．なら糖尿病デー2013 開催報告	 

11 月 24 日奈良県文化会館において、「運動療法を見直す」～ロコモの問題に対

処する～をテーマに奈良県糖尿病協会主催なら糖尿病デー2013 が開催された。	 

午前中はウォークラリーがあり奈良公園内をウォーキング、午後より測定・体

験・相談コーナーに於いて、身体測定・フットチェック・デンタルチェック・
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医療相談・運動療法・簡易血糖測定などがあり、技師会ではウォークラリーと

簡易血糖測定を担当した。当日は天候が良すぎたせいか参加人数は約 130 名と

例年と比べると少なめであった。	 

	 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．奈臨技ボウリング大会について	 

ボウル富士で 11 月 29 日開催し、参加人数 17 名でした。	 

2．傷害賠償保険について	 

・超音波実技講習会の傷害賠償保険の加入と名簿を堤出した。	 

・奈臨技ボウリング大会のレクリエーション保険に加入した。	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュースについて	 

12 月に第 235 号を発行した。また、第 236 号の原稿締め切りは 12 月 15 日で

す。厳守でお願いする。	 

2．会誌「まほろば」について	 

12月26日納品予定である。	 

	 地区担当部	 

1．慶弔について	 

弔電１件：11 月 20 日	 

精度保証施設認証委員会	 

1．日臨技精度保証施設認証審査について	 

近畿大学医学部奈良病院から認証申請があった。奈臨技精度保証施設認証委

員会で審査の結果、認証し日臨技へ通知した。	 

臨床検査データ標準化委員会	 

1．長期精度管理調査について	 

血液分野は健常人血液で年 4～5回として、臨床化学と同日実施とする。血液

はボランティア採血として、1回分は同一人から採血する。なお、参加費用は

2000 円とし、ボランティア採血の謝礼は別紙資料の通りとする。	 

	 奈良県臨床検査協議会	 

1．特になし	 

 
	 	 	 	 	 	 以上の経過報告を、承認した。 
 

Ⅵ	 会計報告	 

1．11月分の収支状況について（別紙資料）	 
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11月分の収支状況の報告があり、承認した。	 
	 

Ⅶ	 議題	 	 

	 事務局	 

1．日本対がん協会奈良県支部からの寄付依頼について	 

がん検診の普及啓発、がん研究の助成等のため、日本対がん協会奈良県支部

から１口１万円の寄付の依頼がきた。会としてこの活動に協力するため、例

年通り１口の寄付を行いたいとの提案があり承認した。	 

	 

2．「なら看護の日フェスタ 2014」後援名義の使用について 
	 	 奈良県看護協会より平成 26年 5月 10日（土）にかしはら万葉ホールで開催
される「なら看護の日フェスタ 2014」の後援（名義使用）の依頼がきた。 

	 	 例年通り、後援したいとの提案があり、承認した。	 

	 

	 精度保証施設認証委員会	 

1．日臨技精度保証施設の公開	 

会員への精度保証施設認証の制度啓蒙のため、平成 24 年度に日臨技精度保証

施設認証された施設名を、資料の通りホームページ会員欄に掲載したいとの

提案があり、承認した。	 

	 

	 渉外部	 

1． 平成25年度公開講演会実務委員派遣要請について 
公開講演会実務委員として、会員 18 名の派遣をお願いしたいとの提案があり、

実務委員について承認した。	 

 
Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 3回予算委員会	 	 	 	 	 	 

	 	 日時：平成 26 年 1 月 11 日（土）13:00~	 

	 	 場所：県立医科大学附属病院	 臨床大会議室	 

	 	 議題：①平成 26 年度予算編成について	 

	 	 	 	 	 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 12 月 12 日	 
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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 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	 

	 


