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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 11 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 26 年 3 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（スキルラボ棟	 中棟 4階）	 

出 席 者：宗川、今田、岡山、内池、林田、高田、岸森、河野、久保、延命、西岡、

横山、吉村、苗加、上杉、梅木、篠浦理事	 

欠 席 者：内間理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 25 年度第 10 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 26 年 2 月 13 日から平成 26 年 3 月 12 日）	 

1．第 10 回通常理事会：2月 13 日（木）／県立医科大学附属病院	 今田、岡山、

内池、林田、高田、内間、岸森、河野、久保、延命、西岡、横山、吉村、	 

苗加、上杉、梅木、篠浦	 

2.日本マネジメント学会第 9回奈良支部学術集会：2月 15 日（土）／奈良県社会

福祉センター	 宗川	 

3．平成 25 年度公開講演会：2月 16 日（日）／なら 100 年会館	 宗川、今田、岡

山、内池、高田、内間、岸森、河野、久保、延命、西岡、横山、吉村、上杉、	 

梅木、篠浦	 

4．奈良県医師会公開講座：2月 22 日（土）／奈良県医師会館	 岡山、林田	 

5．富永博夫氏瑞宝双光章受章祝賀会：2月 22 日（土）／神戸ポートピアホテル	 

宗川	 

6．第 4回生涯教育委員会：2月 26 日（水）／天理よろづ相談所病院	 久保、	 

今田	 

7.	 第 5回精度管理事業推進委員会：3月 6日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 

河野	 

8.	 第 4回臨床検査データ標準化委員会：3月 11 日（火）／天理よろづ相談所病

院	 	 

今田、河野	 

9.	 第 4回精度保証施設認証委員会：3月 11 日（火）／天理よろづ相談所病院	 	 

今田、河野	 

	 

以上の理事行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．日本マネジメント学会第 9回奈良支部学術集会：2月 15 日（土）／奈良県社
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会福祉センター	 宗川	 

2．奈良県医師会公開講座：2月 22 日（土）／奈良県医師会館	 岡山、林田	 

3．富永博夫氏瑞宝双光章受章祝賀会：2月 22 日（土）／神戸ポートピアホテル	 

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 4回生涯教育委員会：2月 26 日（水）／天理よろづ相談所病院	 	 

2.	 第 5回精度管理事業推進委員会：3月 6日（木）／天理よろづ相談所病院	 

3.	 第 4回臨床検査データ標準化委員会：3月 11 日（火）／天理よろづ相談所病

院	 	 

4.	 第 4回精度保証施設認証委員会：3月 11 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．第 66 回保健文化賞候補者の推薦について	 

日臨技より第 66 回保健文化賞候補者の推薦依頼がきた。これは第一生命保険

株式会社が主催し、厚生労働省が後援しており、保健衛生及び関連する福祉

等の分野で優れた業績の有った団体及び個人を表彰し、これにより我が国に

おける保健衛生の一層の向上を図ることとされていて、日臨技に厚生労働省

健康局長より協力依頼の通知があった。過去、臨床検査技師の受賞の実績は

ないが所属会員に周知してほしいとのことである。	 

応募等については、各団体及び各自で行うことになっている。第一生命保険

株式会社のホームページにより、募集要綱および募集用紙についてはダウン

ロードできる。なお、書類の受付は 4月 15 日(火)(当日消印有効)となってい

る。	 

2．平成 26・27 年度役員推薦状況について	 

	 平成 26・27 年度役員について選挙管理委員会より資料の通り推薦があった。	 

3．大規模災害時における臨床検査の必要性について	 

	 日本臨床検査薬卸連合会より標記講演会を開催するに当たり当会に参加案内が

あった。	 

4．庶務部会について	 

1)	 3 月 5 日（水）奈臨技ニュース	 2014 年 3 月第 238 号の送付を行った。	 

2)	 3 月 11 日(火)	 平成 25 年度奈臨技精度管理報告書の送付を行った。	 
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5．奈臨技 IT 委員会	 

2 月 20 日（木）：管理者を対象にした「消化器内視鏡技師の組織・体制構築を

考える」の受講者の募集を掲載した。	 

2 月 27 日（木）日臨技平成 26 年度診療報酬改定に伴う設明会案内を掲載した。	 

3 月 1 日（土）奈臨技ニュース	 2014 年 3 月第 238 号を掲載した。	 

3 月 7 日（金）平成 25 年度奈臨技精度管理調査事業報告書を掲載した。	 

6．会員の移動について	 

〔正会員数〕537 名	 （平成 26 年 3 月 12 日現在）新入会累計	 22 名	 

	 	 	 会費入金数 530 名	 会費免除	 6 名	 	 

新入会	 0 名	 	 	 再入会者	 0 名	 

変更者	 2 名	 （転入 0名、転出 2名、異動 0名）	 	 	 

退会者	 0 名	 	 	 	 	 	 	 

事務局経理部	 

1．会計処理について	 

2 月度会計と来年度予算について、税理士千足氏と打ち合わせを行った。	 

2．今年度会計処理について	 

年度末会計処理のため 3月 25 日に一旦度会計を凍結する。各部局の処理をそ

れまでに終了するよう協力を願いたい。	 

	 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	 

	 実務委員の選出・役割分担を決定し、委嘱を行った。	 
2.	 近畿SMBG・糖尿病セミナーについて	 
	 主催・共催について、奈良県臨床検査技師会は主催、株式会社ニプロは共催と
した。セミナーの開催日時は、6月28日（土）とし、詳細は検討中である。	 

学術部	 精度管理担当	 

1．精度管理調査報告書について	 

平成 25 年度精度管理調査報告書の印刷が完了し、3月に配布した。例年の配布

先である参加および会員施設、顧問、関連団体に加え、奈良県臨床検査協議会

理事および県庁担当者にも配布を行うこととした。また、奈臨技ホームページ

からもダウンロードできるようにした。	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．検査説明・相談に関する伝達講習会について	 

前回の理事会における協議内容を生涯教育委員会に諮り、別紙資料の通り講

習会の内容を検討した。	 

2．平成 26 年度活動計画について	 

生涯教育委員会は、「検査説明」5回、「統計処理」1回の研修会を企画開催す

る。昨年度に好評であった「スライド作成の極意」と「わかりやすい話し方

の極意」は、新入会員研修会で実施できるよう組織法規部と調整を行った。	 

	 学術部	 臨床検査データ標準化委員会	 



	 4	 

	 	 1.	 精確性の長期維持調査について	 

	 	 	 1)	 実施回数は 5回とし、9月、11 月、1月、3月、5月を予定している。	 

	 	 	 2)	 申込は精度管理調査同様に各施設で日臨技システムに登録をお願いする。	 

	 	 	 3)	 献血は天理よろづ相談所病院の技師会会員にボランティアをお願いする。	 

	 	 	 	 	 なお、採血については技師会顧問医師の管理の基に行い、ボランティアの

同意書を受け取る。	 

	 学術部	 精度保証施設認証委員会	 

	 	 1.	 本年度の日臨技精度保証施設認証について	 

	 	 	 	 奈臨技で認証した近畿大学医学部奈良病院が、日臨技にて承認された。	 

	 	 2．精度保証施設の認知普及について	 

認証施設の紹介をニュース項目として取り上げてきたが、奈良県の施設の状

況と全国における現状と合わせてホームページに特設頁を設けることとし

た。なお、会員ページに常駐項目として明示し、特設頁にリンクさせる。	 

渉外部	 

1.	 公開講演会について	 

平成 26 年 2 月 16 日（日）なら 100 年会館にて開催した。検査展では、混乱

に配慮し対策を施したが、運営の徹底ができず、一部不十分な点があった。

来場者は予想以上に多く、奈良リビングの広告が功を奏したと考えられた。

来場者は，一般参加者 429 名であった。	 

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	 

2 月 16 日（日）公開講演会の傷害賠償保険の加入と名簿を堤出した。	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュースについて	 

2014年2月第237号奈臨技ニュースを発行した。3月号のトップページは公開講

演会の開催報告としたい。	 

	 地区担当部	 

1．特になし	 

	 	 

以上の経過報告を、承認した。	 
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Ⅵ	 会計報告	 

1．2月度の収支状況について	 
2月度の収支状況について別紙資料にて報告があり、承認した。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

	 事務局	 

1．平成 26 年度通常総会議案書について	 

標記議案書について内容の確認依頼があり、一部修正した。なお、資料が未

提出の部分もあり、全体の見直しを再度行い、メールにて事務局まで報告す

ることとした。	 

	 

2．平成 26・27 年度役員の選出について	 

総会議案書第 6号議案について、選挙管理員会から次期役員の推薦名簿の提

出があり、承認した。なお、改選に伴う理事推薦人数は当初 19 名であったが、

三役会にて地域保健事業部や学術部における事業の拡大に伴い、制限上限の

20 名で推薦を依頼した。	 

	 

渉外部	 

1.	 公開講演会開催報告について	 

標記開催報告と決算報告が別紙資料にてあり、承認した。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．特になし	 

	 

	 その他、審議事項なし	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 26 年 3 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	 

	 

	 


