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社）奈良県臨床衛生検査技師会 第５回通常理事会議事録 

 

開催日時：平成 22年 9月 9日（木）18：00 から 

開催場所：奈良県リハビリテーションセンター 討議室 

出 席 者：山本、今田、林田、内池、後藤、畑中、内間、延命、梅木、久保、上杉、

横山、藤本、倉本、田中、枡尾、猪田理事 

欠 席 者：宗川、北川、山下理事 

 

Ⅰ 議事録の確認 

1.平成 22 年度第 4回通常理事会議事録 

第 4回通常理事会議事録を確認し、一部修正し承認した。 

 

Ⅱ 理事行動報告（平成 22年 7月 8日から平成 22年 9月 8日） 

1．平成 22 年度第 4 回理事会：7 月 8 日（木）／奈良県総合リハビリテーション

センター 討議室 山本、今田、林田、内池、後藤、畑中、内間、延命、梅

木、久保、山下、上杉、横山、藤本、倉本、田中、枡尾、猪田 

2．法務局登記：7月 12 日（月）／法務局橿原出張所、奈良地方法務局 林田 

3．第 2 回公益法人化準備委員会：7 月 22 日（木）／奈良県総合リハビリセンタ

ー 討議室 山本、宗川、林田、後藤、久保、上杉、枡尾、横山、内池、倉

本、延命、梅木、田中 

4．乳がん征圧事業会場下見：7月 25 日（日）／学園前ホール 林田 

5．第 2回近畿理事会：7月 28 日（水）／大臨技事務所 山本、今田 

6．法人登記簿確認：7月 29 日（木）／法務局橿原出張所 林田 

7．平成 21年度事業報告、平成 22年度事業計画の提出： 7月 29 日（木）県庁

医療管理課 林田 

8．第 7回近畿学会実行委員会：7月 29 日（木）／奈良県総合リハビリセンター 

討議室 山本，宗川，今田，畑中，久保，梅木，山下，延命，枡尾、倉本，

後藤、内池 

9．日臨技代議員会：8月 8日（日）／東京都 大森東急イン 山本 

10．奈臨技ハイキング：8月 8日（日）／御杖村  田中、宗川、今田、林田、

北川、内池、山下、久保 

11．近臨技会長会議：8月 16 日（月）／大臨技事務所 山本 

12．第１回生涯教育委員会：8月 20 日（金）／県立医科大学附属病院 中検技局 

宗川、北川、久保、山下 

13．新公益法人制度改革に関する説明会：8月 24 日（火）／県産業会館 大ホー

ル 林田、内間 

14．第 50 回近畿医学検査学会記念式典出席依頼：8 月 24 日（水）／奈良市役所 

秘書課 山本氏と接見 林田 
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15．第 2回講演会等企画委員会：8月 24 日（火）／天理医学研究所 第 2研究室 

北川、上杉、梅木 

16．乳がん征圧啓発事業会場予約：8月 25 日（水）／やまと郡山城ホール 林田 

17. 第 3回公益法人化準備委員会：8月 26 日（木）／奈良県総合リハビリセンタ

ー 討議室 今田、林田、後藤、上杉、横山、山下、内池、久保、延命、                          

梅木、田中 

18．HIV 感染予防啓発事業会場予約：8月 31 日（火）／大和郡山イオン 小寺氏

と接見 林田 

19. 第１回マネージメント研修会：9 月 3 日（金）県立医科大学附属病院 臨床

大会議室 山本、今田、宗川、北川、山下、久保、梅木、内池、畑中 

20. 第 8回近畿学会実行委員会：9月 8日（水）奈良県総合リハビリセンター 討

議室 山本、宗川、今田、畑中、北川、梅木、久保、後藤、山下、延命、林

田 

 

以上の行動報告を、承認した。 

 

Ⅲ 役員等派遣報告 

1．法務局登記：7月 12 日（月）／法務局橿原出張所、奈良地方法務局 林田 

2．乳がん征圧事業会場下見：7月 25 日（日）／学園前ホール 林田 

3. 第 2回近畿理事会：7月 28 日（水）／大臨技事務所 山本、今田 

4．法人登記簿確認：7月 29 日（木）／法務局橿原出張所 林田 

5．平成 21 年度事業報告、平成 22 年度事業計画の提出： 7 月 29 日（木）県庁

医療管理課 林田 

6．日臨技代議員会：8月 8日（日）／東京都 大森東急イン 山本 

7．近臨技会長会議：8月 16 日（月）／大臨技事務所 山本 

8．新公益法人制度改革に関する説明会：8 月 24 日（火）／県産業会館 大ホー

ル 林田、内間 

9．第 50回近畿医学検査学会記念式典出席依頼：8月 24 日（水）／奈良市役所 秘

書課 山本氏と接見 林田 

10．乳がん征圧啓発事業会場予約：8月 25 日（水）／やまと郡山城ホール 林田 

11．HIV 感染予防啓発事業会場予約：8月 31 日（火）／大和郡山イオン 小寺氏

と接見 林田 

 

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 2回公益法人化準備委員会：7月 22 日（木）／奈良県総合リハビリセンタ

ー 討議室 
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2. 第 7回近畿学会実行委員会：7月 29 日（木）／奈良県総合リハビリセンター 

討議室 

3. 第１回生涯教育委員会：8月 20 日（金）／県立医科大学附属病院 中検技局  

4．第 2回講演会等企画委員会：8月 24 日（火）／天理医学研究所 第 2研究室  

5. 第 3回公益法人化準備委員会：8月 26 日（木）／奈良県総合リハビリセンタ

ー 討議室  

6. 第 8回近畿学会実行委員会：9月 8日（水）奈良県総合リハビリセンター 討

議室  

 

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。 

 

Ⅴ 経過報告 

 近畿理事会報告 

  1.公益法人化の方向について、日臨技は一般法人を目指すとのことだった。 

2.支部について、全国８支部で決定した。都道府県の技師会の支部化はない。 

3.学会名の変更について、日臨技の方針として、近畿医学検査学会を近畿地区医

学検査学会に変更するよう要請があった。全国の状況として、 今のところは

関東だけである。ただし、第 50 回近畿医学検査学会は進行途中で変更できな

いためこのままとする。 

4.近畿学会式典への高田日臨技会長の招聘について、近畿の技師会を通じて３団

体の関係について口頭で質問があったが、正式に奈臨技に問い合わせがあれば

返事するとの報告があった。なお、日臨技は米坂副会長が代理出席されるとの

連絡があった。 

  事務局総務部 

1．新理事の登記について 

法務局にて新理事の登記を行なった。なお、法務局の管轄は本局となった。 

2．綱紀粛正について 

日臨技より不可抗力による医療事故とは別に、臨床検査技師による不祥事が

後を絶たず、医療人としてまた同じ職名を有する多くの臨床検査技師を裏切

ることのないように、綱紀粛正についての依頼があり、メーリングリストに

て注意を喚起した。 

3．HPV ワクチン接種助成署名活動について 

日臨技より、子宮頚がん（HPV）ワクチン接種全額公費助成を要望する

署名活動の依頼があり、奈臨技会員に通達して協力を依頼した。なお、

日臨技に 9 月 15 日必着であることから 9 月 8 日までとして事務局にて取

りまとめた。 

4．庶務部会について 

1）7 月 27 日 奈臨技ニュース、学会アンケート、一般検査研修会案内の送
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付を行った。 

2）8月 2日 近臨技 OB会案内の送付を行った。 

3）8月 18 日 HPV ワクチン接種助成署名活動依頼書の送付を行なった。 

4）8 月 27 日 奈臨技ニュース、精度管理調査中間報告、賛助会員領収書の

送付を行った。 

5．奈臨技 IT委員会 

1）新規掲載内容 

8月 1日 奈臨技ニュース 8月号 第 195 号を掲載した。 

9月 1日 奈臨技ニュース 9月号 第 196 号を掲載した。 

9月 1日 乳がん征圧啓発事業 無料映画上映会の案内を掲載した。 

2）携帯電話ホームページ 

   携帯電話ホームページを 8月 1日にオープンした。 

6．会員の移動について 

〔正会員数〕567 名  （平成 22 年 9 月 3日現在） 

会費納入済み 541 名 未入金者 26名 新入会員累計 27名 

〔新入会〕 2名 

〔変更〕  8 名 

事務局経理部 

1．平成 22年度賛助会員会費納入について 

賛助会員の現状 39社、未入金の 10数社については依頼書の確認と再度依頼を

行った。 

2．平成 22年度「新公益法人制度に関する説明会」 

   移行認定の申請、移行認可の申請についての資料の配付および説明があった。 

3．日臨技会費納入について 

 納入方法は自動振替による方針である（別紙資料）。 

学術部 検査研究部門担当  

1.特になし 

学術部 精度管理担当 

1．平成 22年度奈良県臨床衛生検査技師会精度管理調査について 

8月 19 日付けで調査結果速報を参加各施設宛に発送した。また、本年度は 2次

サーベイを行わない。 

学術部 生涯教育担当 

1.生涯教育委員会について 

標記の委員会を 8 月 20 日に開催した。案内当時は、県立総合リハビリセンタ

ー 2 階討議室を開催場所にしていたが、都合により県立医科大学 臨床大会

議室に変更した。受講者にはメールで連絡した。 

渉外部 

1．平成 22年度公開講演会について 
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  第 2 回講演会等企画委員会を開催し、平成 22 年度公開講演会について、委員

会で討議し以下の通りとして進めることとした。 

講演者：天理よろづ相談所病院副院長兼内分泌内科部長 石井 均 先生 

開催日：平成 23年 2月 27 日（日） 

会場 ：橿原文化会館 

その他：①今年度は併設研修会を行わず、ランチョンセミナーを2会場で行う。 

    ②測定体験コーナーにて新たにＳｐＯ２測定と末梢血管モニタリング

装置（簡易Ｈｂ測定装置）を行うこととした。 

詳細は別紙添付議事概要記録の通りである 

地域保健事業部 

1. 平成22年度「ふれあい・いきいき祭」「なら糖尿病デー‐2010」について 
実務委員を下記の通り委嘱した。 

① 橿原市「ふれあい・いきいき祭り」 

橋詰 千代子    （国保中央病院） 

田平 昭彦     （平井病院） 

菊田 健太     （平成記念病院） 

夕田 実加    （県立五條病院） 

辻本 貴美     （県立三室病院） 

     栗岡 利理子    （県立三室病院） 

     吉村 豊      （県立奈良病院） 

     奥村 敦子    （天理医学研究所） 

花房 昭子    （天理市立病院） 

龍神 翔太    （天理よろづ相談所病院） 

勝田 唯     （天理よろづ相談所病院） 

② 奈良県糖尿病デー 

前川 彩香     （県立医科大学付属病院） 

    小宮山 妙恵香  （奈良県立医科大学付属病院） 

    川崎 広志     （奈良県健康づくりセンター） 

    高津 明美      （県立三室病院） 

    延命 孝也      （県立奈良病院） 

    中本 和男      （県立奈良病院） 

    伊藤 朋行      （吉田病院） 

    仁井 忠       （奈良社会保険病院） 

高辻 剛       （奈良社会保険病院） 

長谷川 真弓    （天理よろづ相談所病院） 

橋本 恵理子    （天理よろづ相談所病院） 

地域保健事業部公衆衛生関連 

1．乳がん征圧啓発事業について 
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乳がんに関心を持ってもらうために10月16日（土）郡山城ホールで映画上映会

を開催し、開場までの間にパネルを展示し検診と自己触診の大切さを啓発す

る。なお、日臨技との共催事業として、近臨技に申請した。 

2．HIV感染予防啓発事業について 

HIV検査の必要性を啓発するため大和郡山イオンでパネル展示を開催する。当

日は展示以外に検査についての10分間講義を数回実施する。また、日臨技との

共催事業として、近臨技に申請を予定している。 

組織法規部 

1．特になし 

福利厚生部 

1．7/13 奈臨技アウトドア同好会 レクリェーション保険加入 

2．7/14 きれいにとれるシリーズ消化管篇講習会（７月 10日）の障害賠償保険

加入者名簿提出 

3．8/8 奈臨技アウトドア同好会 みつえ青少年旅行村ハイキングを行った。 

広報部 

1．奈臨技ニュース 2010 年 8月号・第 195 号、9月号・第 196 号を発行した。 

地区担当部 

1．弔電 2件 

 長谷川正行（天理よろづ相談所病院）実父 8月 3日ご逝去 

 中村純造 （奈良社会保険病院）義父 8月 19 日ご逝去 

日臨技代議員会  

1. 会費の自動振込み、賠償責任保険、傷害保険の付与について 
2. 公益法人の件は今のところ一般社団法人で進め、将来公益法人化を検討する 
3. 公益事業は乳がん、HIV,STI の 2事業を行う 
4. 精度保証施設認定制度  
1）県認証委員会の立上げ 奈臨技では標準化委員会がこれに相当する 

2）基幹施設のパイロット認証申請受付 10 月を予定 

3）一般施設の申請受付 12 月を予定 

4）精度管理に関する研修会の開催 11 月を予定 

5. 新精度管理システム 
「データ処理システム構築委員会」立上げ 

県サーベイについても基本的に日臨技サーベイの機能を利用可能にする 

6. 学会マニュアルの整備 
医学検査学会を全国４カ所行うという日臨技の方針で本年度、和歌山県が神

戸で行ったが上手くいかなかったため見直すとのことだった 

7. 認定総合監理検査技師制度  JAMT ニュース掲載済み  
 近臨技会長会議 

1. 支部化 近畿医学検査学会の名称に地区、支部を入れる 
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2. 学会の同時開催の是非について 
 日臨技は否定している 9月 18 日 3者協議会を開催する 

3. 支部化について 
 近畿支部会は近畿より４名の日臨技理事を推薦し、その中から１名が支部長を

任命する。 

従来の近畿理事会は協議会となり各府県より１名～２名の代表で行う形とな

り、チーム医療、各研究班の研修会の扱いをどうするかなど見直しが必要とな

る 

学会担当 

1． 第 50 回近畿医学検査学会一般演題受付開始 

 7 月 15 日～8月 24 日まで演題登録受付。8月 31 日修正締め切り。 

2．8 月 9 日近畿各府県の事務局へ、第 50 回近畿医学検査学会における理事会・

祝賀会・宿泊等の調査依頼をした。 

3．第 50回近畿医学検査学会一般演題締め切り（8月 31 日） 

一般演題 139 題、企業プレゼン 10 題の申し込みがあった。同時開催の日衛

協は、20演題、検査医学会は 32演題の申し込みであった。 

査読の結果一般演題が 136 題となった。 

4． 一般演題、プログラムを決定し、ポケット版抄録集を近畿各府県へ 10 月 20

日頃には発送できるよう準備を進めている。また、ポケット版抄録集の内容

は 11 月にホームページ上にアップし、そちらからもプログラムが確認でき

るようにする予定。 

5． 第 60 回日本医学検査学会事務局より、DVD によるプロモーション放映とチラ

シ配布など学会 PRの申し入れがあった。受け入れの準備を進めている。 

6．9月 20 日に公示２を発送予定。 

 

以上の経過報告を、承認した。 

 

Ⅵ 会計報告           

1．７月分、８月分の収支状況について 
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  

事務局経理部 

1．奈臨技会費徴収方法について 

日臨技独自の自動振替の移行に伴い、奈臨技の年会費および納入方法の見直し

が必要となった。日臨技合算で請求（会費徴収委託）とし、振替手数料は日臨

技負担であることから、それ以外の場合には手数料を奈臨技で負担しない方針。

また、年会費は前年度通り 5,000 円とする提案があり、承認した。なお、日臨
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技の会費自動振替および奈臨技の年会費および納入方法について、会員には奈

臨技ニュースで通知することとした。また、会員番号について奈臨技独自の番

号と会員証が必要になり、事務局で検討をすすめる。 

 

 学術部 

1. 生涯教育研修委員会、一般分野合同研修会開催について 
一般検査分野から、近畿研修会の前日の２月１９日（土）に、講師として尿沈

渣検査法２０００を作成された先生を招聘し研修会を開催する提案があった

交通・宿泊費、共催費等、奈臨技学術研修会の規約に抵触するため、承認しな

かった。 

 

地域保健事業部公衆衛生関連 

1．乳がん征圧啓発事業について 

10月16日（土）やまと郡山城ホール大ホールにて『余命』（2009年公開）無料

映画上映会の開催企画、予算案が別紙資料にて提案があり、承認した。  

 

2．HIV感染予防啓発事業について 

11 月 21 日（日）大和郡山イオンの南小路コートを使い標記啓発事業を開催す

る提案が別紙資料にてあり、承認した。なお、事業の準備期間が少なく、委員

会を設置せず、関係者にて実務委員を募集して実施することとした。 

 

 渉外担当 

1．平成 22年度公開講演会について 

   平成 22 年度公開講演会での測定体験コーナーにてＳｐＯ２測定を行うため、

パルスオキシメーターを購入する提案があり、承認された。 

 

 福利厚生部 

1.ボウリング大会実施について 

今年度の奈臨技同好会ボウリング大会を 11 月 19 日（金）に実施する提案があ

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 奈臨技精度管理事業推進委員会 

  日時：10月 14 日（木）  18：30 

  場所：天理よろづ相談所病院  

  議題：①平成 22年度精度管理事業報告書作成について 

     ②本年度事業の総括について 

   ③その他 



 9 

 

2. 第 1回広報委員会 

  日時：9月下旬  

  場所：未定  

  議題：①会誌「まほろば」発刊について 

         ②その他 

 

3．第 4回公益法人化準備委員会 

  日時：9月 28 日（火） 

  場所：天理医学技術研究所事務室 

  議題：①新公益法人申請における事業および経理の見直しについて。 

     ②その他 

 

 4．第 1回平成 22年度予算委員会 

  日時：10月 14 日（木） 

  場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 討議室 

  議題：①予算方針、 

     ②補正予算 

③タイムスケジュール 

 

5．第2回検査研究部門運営委員会 

  日時：9月30日（木） 

  場所：天理よろづ相談所病院 北別館会議室 

  議題：①奈良県医学検査学会について 

     ②その他 

 

 以上の会議、委員会等開催の申請を、承認した。 

 

その他、審議事項なし。 

 

      平成 22 年 9月 9日 

社団法人 奈良県臨床衛生検査技師会 

     議  長 今田 周二 

     議事録署名人 延命 孝也 

              議事録署名人  枡尾 茂  

 


