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平成 20 年度（社）奈良県臨床衛生検査技師会 第 6 回通常理事会議事録 

 

開催日時：平成 20年 9月 11 日（木） 午後 6時から午後 8 時 10 まで 

開催場所：県立医科大学附属病院 中検技局 

出席者：山本、宗川、今田、林田、北川、山下、倉本、長谷川、延命、久保、安田、

橋詰、松本、枡尾、畑中、後藤、梅木、藤本 

 

Ⅰ「平成 20年度第 5回通常理事会議事録」の確認 

平成 20 年度・第 5 回通常理事会議事録を確認し、誤字・脱字を一部修正し承

認した。 

 

Ⅰ 理事行動報告（平成 20年 7月 10 日から平成 20年 9月 10 日） 

1．平成 20 年度第 5 回理事会：7 月 10 日（木）／奈良県総合リハビリテーショ

ンセンター 2 階討議室 宗川、林田、山下、倉本、長谷川、延命、久保、

安田、橋詰、松本、枡尾、北川、畑中 

2．日臨技会長会議：7月12日（土）／日臨技事務所 山本 

3．公開講演会生理部門研修会会議: 7 月 16 日（水）／天理医学研究所 7階 長

谷川、北川 

4．公開講演会講師打合せ：7月29日（火）／三井住友銀行大阪本店 梁美和先生

訪問 長谷川 

5．プロモーション委員会（日本臨床検査薬協会主催）：7月29日（火）／ラマダ

ホテル大阪 山本 

6．奈良県医療推進協議会役員会：7月 30 日（水）／奈良県医師会会館 今田 

7．第２回講演会企画委員会：7月 31 日（木）／天理医学研究所 7階第 2研究室

長谷川、林田、北川、安田 

8. 第 2回広報委員会：8 月 1日（金）／奈良医大 中検血液検査室 倉本 

9．奈臨技アウトドア同行会：8 月 3 日（日）曽爾高原 山本、今田、宗川、橋

詰、藤本、倉本、畑中、長谷川、安田、延命、梅木、久保、枡尾、北川 

10．新公益法人制度に関する説明会：8月 5 日（火）／奈良県広域地場産業振興

センター大ホール 林田、後藤 

11．JICA「仏語圏アフリカ臨床検査技術コース」ガイダンス会：8 月 10 日（日）

／JICA 大阪 山本 

12．近臨技会長会議：8月 10 日（日）／JICA 大阪 山本 

13．JICA 研修同行:8月 12 日（火）／シスメックスソリューションセンター 山

本 

14．奈良糖尿病デー2008 準備会：9 月 4日（木）／奈良県社会福祉総合センター

安田、延命  

15．第 2回データ標準化委員会：9月 6日（土）／天理よろづ病院 外来棟 5 階 
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山本 

16. 第 2回近畿理事会：9 月 10 日（水）／大臨技事務所 山本、今田 

 

Ⅱ 役員等派遣報告 

1．日臨技会長会議：7月 12 日（土）／日臨技事務所 山本 

2．プロモーション委員会（日本臨床検査薬協会主催）：7月29日（火）／ラマダ

ホテル大阪 山本 

3．奈良県医療推進協議会役員会：7月 30 日（水）／奈良県医師会会館 今田 

4．新公益法人制度に関する説明会：8月 5日（火）／奈良県広域地場産業振興セ

ンター大ホール 林田、後藤 

5．JICA「仏語圏アフリカ臨床検査技術コース」ガイダンス会：8 月 10 日（日）

／JICA 大阪 山本 

6．近臨技会長会議：8月 10 日（日）／JICA 大阪 山本 

7．JICA 研修同行:8 月 12 日（火）／シスメックスソリューションセンター 山

本 

8．奈良糖尿病デー2008 準備会：9月 4日（木）／奈良県社会福祉総合センター 

  安田  

9. 第 2回近畿理事会：9 月 10 日（水）／大臨技事務所 山本、今田 

 

以上の行動報告を承認した。 

 

Ⅲ 会議、委員会等開催報告 

1. 公開講演会講師打合せ：7月 29 日（火）／三井住友銀行大阪本店  

2. 第 2回講演会企画委員会：7 月 31 日（木）／天理医学研究所 第 2研究室 

3. 第 2 回広報委員会：8 月 1 日（金）／県立医科大学附属病院 中検血液検査

室  

4. 第 2回データ標準化委員会：9月 6日（土）／天理よろづ相談所病院 外来棟

5階 

 

以上の報告を承認した。 

 

Ⅳ 経過報告 

事務局総務部 

1．日臨技業務代行費用について 

平成 20 年度日臨技事業代行費用としての助成金 616,400 円の送金があった。

詳細一覧は別紙資料 

2．近臨技「チーム医療実践セミナー」について 

近畿医学検査学会に合わせて開催されるチーム医療実践セミナーについての
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案内が近臨技チーム医療推進委員会から案内と公報依頼があり、全会員への

公報を奈臨技ニュースにて行った。なお、日時は平成 20年 10 月 18 日、会場

は兵庫医療大学にて開催され、内容は糖尿病療養指導、感染対策、栄養アセ

スメントチームの 3 セクションの他に、オープン参加形式の「コミュニケー

ションのスキルアップ」セクションが企画されている。診療に役立つ業務を

行うには専門的な検査技術と並んで会話、情報を正しく伝える、正しく受取

ることが欠かせないことから、奈臨技会員の多くの参加を呼びかけたい。コ

ミュニケーションのスキルアップは無料、その他は 1,000 円、事前登録をし

て欲しい旨の報告があった。また、この内容は奈良臨技ニュースにも掲載さ

れている。 

 3．公益法人の税制優遇処置の存続に関する調査について 

厚生労働省・医政局から県医療管理課を通して、標記調査の依頼が 8月 29 日

にあった。一般社団法人化した場合の固定資産税・都市計画税・不動産取得

税の課税対象資産の調査と希望する移行法人について、さらに今後購入予定

の資産についてであるが、締め切りが 9 月 2 日であったことから、事務局で

回報を行った。なお、当会の対象資産は特になしとした。  

4．庶務部会について 

1）7月 30 日 奈臨技ニュース、会誌まほろば広告依頼を配付した。 

2）8月 28 日 奈臨技ニュース、精度管理調査速報のを配付した。 

5．奈臨技 IT運営委員会 

1）新規掲載内容 

・7月 15 日 平成 20年度統一精度管理調査スライドサーベイを掲載した。 

・7 月 16 日 臨床検査情報に、「心電図判読へのステップアップ」シリーズ

「症例３」を公開した。 

・7月 28 日 呼吸機能検査の研究発表会と研修会の案内を掲載した 

・8月 1日 生化学通信講座（ＮＡＲＡ塾）第１回解答・解説編掲載した 

・8月 1日 奈臨技ニュース 2008 年 8 月 第 171 号 掲載した。 

・8 月 7 日 奈臨技ニュース８月号未掲載の 9/4 に開催される生理機能検査

分野の研修会を追加掲載した。 

・9月 1日 生化学通信講座（ＮＡＲＡ塾）第 2回設問編を掲載した 

・9月 1日 奈臨技ニュース 2008 年 9月 第 172 号 掲載した。 

6．会員の移動について 

〔正会員数〕547 名  （平成 20 年 9 月 2日現在） 

会費納入済み 533 名 未入金者 14名 新入会員累計 42名 

〔変 更〕4名 

 

以上の経過報告を承認した。 

 



 4 

事務局経理部 

1．新公益法人制度に関する説明会について 

 奈良県の医務課主催で説明会があった。内容では税金およびその優遇措置関係

の説明が多かった。なお、日臨技、大臨技は公益法人の新しい会計方法を導入

しているのでこれらを参考に奈臨技も準備を進めて行きたい。 

学術部  

1．精度管理調査について 

サーベイの報告を参加施設に行った。許容誤差を外れた施設の対処についは

ほとんどの施設が自施設で可能との回答が多かった。また、長期の精度管理

については 18施設から参加の意向を受けている。 

地域保健事業部 

1．橿原市健康と社会福祉の祭典について 

標記実務委員について、別紙資料にて説明があった。 

1．なら糖尿病デー2008 について 

なら糖尿病デー2008 の実施要項について、別紙資料にて説明があった。 

渉外部 

1．生理研修会合同研修会打合せについて 

公開講演会との同時開催する標記研修会の責任者、実務委員および講師につ

いて、別紙資料にて報告があった。 

2．公開講演会について 

講師依頼のため梁美和先生と接見し、技師会の活動および公演趣旨と検査展

について説明を行った。なおタイトルについては、現在未定であり、早期に

打合せを行い決定したい。 

組織法規部 

1．特になし 

福利厚生部 

1. 7、8月分研修会等、傷害及び損害賠償保険加入報告 

・ 7/11 一般検査分野勉強会〔傷害、損害賠償補償〕 

・ 8/3 奈臨技アウトドア同行会曽爾高原ハイキング〔傷害補償〕 

広報部 

1．奈臨技ニュース 2008 年 8月号 第 171 号を発行した。 

2．奈臨技ニュース 2008 年 9月号 第 172 号を発行した。 

3．会誌「まほろば」について 

第 2回広報委員会を開催し、会誌「まほろば」の校正、その他をおこなった。

なお、賛助会員については未確定であり、経理および事務局と連携をとり、

再度調査をする予定である。また、印刷の相見積もりについて別紙資料にて

報告があった。 

地区担当部 
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1. 弔電 1件 

2. エクスメール（電報）の使用について 

技師会の電報を迅速に効率良く打電するため、エクスメールを使用すること

とし、使用方法について別紙資料にて概要の説明があった。なお、理事の施

設は理事が行い、その他の施設は地区担当が行うこととし、登録終了後、運

用についての詳細は、次回理事会にて行う。 

 
 山本会長 

1. 日臨技会長会議について 

日臨技公益法人化に向けての報告と地区技師会の支部化への報告があった。 

2. JICA「仏語圏アフリカ臨床検査技術コース」ガイダンス会について 

「仏語圏アフリカ臨床検査技術コース」は、2008 年 8 月 4日～10月 27 日に、

定員 12名（参加国：ベナン、ギニア、マリ、ニジェール、セネガル、マダガ

スカル）として、下記の内容にて実施する。 

    ・基礎技術：8月 19 日～9月 12 日 

    ・病院実習：10月 6日～10 日 奈良医大、他 5施設 

    ・啓発研修：9月 15 日～10 月 19 日 

    ・アクションプラン：10月 21 日～26 日  

    ・国際医療協力フォーラム：10月 19 日 近畿医学検査学会内にて 

3. 近臨技会長会議について 

各府県の公益法人への準備状況は公益法人取得方針決定（大阪）、調査段階・

県からの具体的指示の聞取り（和歌山）、これから対応（京都、滋賀）、中間

法人から一般社団法人へ（福井）であった。その他、近臨技の支部化につい

ては、支部化のための近臨技内にプロジェクトを立上げて、日臨技へ要望す

る活動予算の取りまとめを進める予定である。また、国際協力実務委員に宗

川理事が、近臨技の支部化のためのプロジェクトに林田理事が選出された。 

 

 以上の経過報告を承認した。 

 
Ⅴ 会計報告           

1．主な収支経過の報告 
・7、8月分の状況を別紙資料で報告があり承認した。 

 

Ⅵ 議題    

事務局 

1．奈良県医療推進協議会役員会ついて 

標記協議会役員会の開催案内があった。例年参加している協議会であるので、

会長の出席を依頼したが、7月30日は会長の都合が付かず、三役会にて今田副

会長を派遣することとした。なお、理事会で再度、承認の申し出があり、こ
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れを承認した。 

2. 愛知県臨床検査標準化ガイドラインについて 

愛知県臨床検査技師会が作成している標準化ガイドラインについて、パブリ

ックコメント募集の案内と協力依頼があった。広報を奈臨技ホームページに

掲載するとともに、学術部で対応と広報する提案があり、承認した。 

 

地域保健事業部 

1．糖尿病デー2008 実務委員について 

   ・実務委員を北部地区より 7名、中部地区より 6名、南部地区より 5名の選出

を 9月末日までに地区理事への要請があり、了承した。また、写真記録を広

報委員へ協力の要請があった。 

 

 福利厚生部 

1．奈臨技アウトドア同好会スキーツアーについて 

奈臨技アウトドア同好会より昨年と同様に、長野県戸隠スキー場にて行う企

画が別紙資料にて説明があり、承認した。なお、今回は京都府技師会と合同

企画とする方針で、調整の担当を藤本理事として行うこととした。 

2．奈臨技ボウリング大会について 

奈臨技ボウリング同好会より、別紙資料にて開催する提案があり、一部修正

し、承認した。なお、日時は 11月 15 日（土）で会費は 1,000 円。場所は冨

士ボールとした。 

   

渉外部 

1.公開講演会の運営について 

講師料等について別紙資料にて提案があり、承認した。なお、同時開催する合

同研修会、セミナ－の講師料についても奈臨技研修会の基準で行うこととした。

また、合同研修会、セミナ－の参加は申込制とし、公開講演会と合同研修会の

実務委員は兼任とすることとした。 

 

学会担当部局 

1.第50回近畿医学検査学会について 

 工程表と準備委員会の立ち上げについて別紙資料にて説明があり、承認した。

なお、開催日と会場設定について、近畿学会は3会同時開催であるため、他団

体との交渉の準備として、主だった会場のリスト作成と申請時期・方法につい

て調査する必要である。 

 

Ⅶ 会議、委員会等開催の申請について 

1．第 3回広報委員会 
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日時：9月 19 日（金）18:30～ 

場所：県立医科大学附属病院 中検血液検査室 

議題：➀ まほろばの最終校正。 

   ② その他 

2．第 1回検査研究部門運営委員会 

日時：9月 25 日 

場所：天理よろづ相談所病院 外来棟 5階 

議題： ① 検査研究部門委員会の構成委員について 

 ② 委員会役員選出 

 ③ 研修会経費等の運営について（確認） 

 ④ 奈良県医学検査学会について 

 ⑤ その他 

 

 

  以上の委員会開催を承認した。 

 

 その他、審議事項なし。 

 

平成 20年 9月 11 日 

社団法人 奈良県臨床衛生検査技師会 

  議  長 宗川 義嗣 

  議事録署名人 延命 孝也 

  議事録署名人 枡尾 茂  

 

 

 


