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社）奈良県臨床衛生検査技師会 第７回通常理事会議事録 

 

開催日時：平成 22年 11 月 11 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、宗川、今田、林田、倉本、北川、山下、内池、後藤、延命、久保、

上杉、横山、田中、枡尾、猪田理事 

欠 席 者：内間、藤本、畑中、梅木理事 

 

Ⅰ 議事録の確認 

1．「平成 22年度第 6回通常理事会議事録」の確認  

第 6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 10 月 14 日から平成 22年 11 月 10 日） 

1．平成 22 年度第 6 回理事会：10 月 14 日（木）／奈良県総合リハビリテーショ

ンセンター 討議室 宗川、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、田中、枡尾、北川、猪田 

2．第 2回予算委員会：10 月 14 日（木）／奈良県総合リハビリテーションセンタ

ー 討議室 宗川、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、田中、枡尾、北川、猪田 

3．近臨技会長会議：10月 16 日（土）／滋賀県 雄山荘 山本 

4．第 3回近臨技理事会：10 月 16 日（土）／滋賀県 雄山荘 山本、今田、宗川、

倉本 

5．近臨技地区連絡協議会：10月 16 日（土）／滋賀県 雄山荘 山本、今田、宗

川、倉本 

6．乳がん征圧啓発事業：10 月 16 日（土）／やまと郡山城ホール 藤本、林田、

北川、田中 

7．近臨技賠償責任保険説明会：10月 17 日（日）／滋賀県 雄山荘 今田、宗川 

8．第 9回近畿学会実行委員会：10 月 19 日（火）／奈良県総合リハビリテーショ

ンセンター 会議室 山本、宗川、今田、畑中、林田、久保、梅木、山下、

枡尾、後藤、北川 

9．講演会後援名義使用願い（追加）：10 月 20 日（水）／県庁医療管理課 西村

氏と接見 林田 

10． 橿原「ふれあい・いきいき祭」準備：10月 23 日（土）／万葉ホール 山下、
横山 

11． 橿原「ふれあい・いきいき祭」：10月 24 日（日）／万葉ホール 山下、枡尾、
上杉、猪田、横山 

12．糖尿病シンポジウム in奈良、なら糖尿病デ‐2010：10 月 24 日（日）／奈良
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県文化会館 延命 

13. 第 1 回広報委員会：10 月 28 日（木）／県立医科大学付属病院 中央臨床検

査部 血液検査室 倉本 

14．HIV 感染予防啓発事業会場打合せ：11月 2日（火）／やまと郡山イオン 藤

本、林田 

15．第 5回公益法人化準備委員会：11 月 2日（火）／天理医学研究所 事務室 山

本、今田、延命、林田、後藤、内間、宗川 

16．第 3回公開講演企画委員会：11 月 4日（木）／天理医学研究所 第 2研究室

／宗川、北川、上杉 

17．第 3回マネージメント研修会：１1月 5 日（金）／県立医科大学 臨床医学

校舎大会議室 山本、畑中、久保、内池、梅木、宗川、山下 

18．検査室精度保証認証制度について：11 月 6日（土）／県立医科大学 臨床医

学校舎大会議室 山本、内池、山下 

19．第 10 回近畿学会実行委員会：11 月 9 日（火）／奈良県総合リハビリテーシ

ョンセンター 会議室 山本、宗川、今田、畑中、林田、久保、梅木、山下、

枡尾、後藤、北川、倉本、内池、藤本、延命 

 

以上の行動報告を、承認した。 

 

Ⅲ 役員等派遣報告 

1．近臨技会長会議：10月 16 日（土）／滋賀県 雄山荘 山本 

2．第 3回近臨技理事会：10 月 16 日（土）／滋賀県 雄山荘 山本、今田、宗川、

倉本 

3．近臨技地区連絡協議会：10月 16 日（土）／滋賀県 雄山荘 山本、今田、宗

川、倉本 

4．近臨技賠償責任保険説明会：10月 17 日（日）／滋賀県 雄山荘 今田、宗川 

5．公開講演会後援名義使用願い（追加）：10月 20 日（水）／県庁医療管理課 西

村氏と接見 林田 

6．橿原「ふれあい・いきいき祭」準備：10 月 23 日（土）／万葉ホール 山下、

横山 

7．橿原「ふれあい・いきいき祭」：10月 24 日（日）／万葉ホール 山下、枡尾、

上杉、猪田、横山 

8．糖尿病シンポジウム in 奈良 なら糖尿病デ‐2010：10 月 24 日（日）／奈良

県文化会館 延命 

9．HIV 感染予防啓発事業会場打合せ：11 月 2 日（火）／やまと郡山イオン 藤

本、林田 

 

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 3回奈臨技精度管理事業推進委員会：10 月 14 日（木）／天理よろづ相談 所

病院 北別館第３会議室 

2. 第 2回予算委員会：10月 14 日（木）／奈良県総合リハビリテーションセンタ

ー 討議室 

3．第 9回近畿学会実行委員会：10月 19 日（火）／奈良県総合リハビリテーショ

ンセンター 会議室 

4．第 1回広報委員会：10 月 28 日（木）／県立医科大学付属病院 中央臨床検査

部 血液検査室 

5．第 5回公益法人化準備委員会：11 月 2日（火）／天理医学研究所 事務室 

6．第 3回公開講演企画委員会：11 月 4日（木）／天理医学研究所 第 2研究室 

7. 第 10 回近畿学会実行委員会：11 月 9日（火）／奈良県総合リハビリテーショ

ンセンター 会議室 

 

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。 

 

Ⅴ 経過報告 

  事務局総務部 

1．志摩別荘ひろはま荘の宿泊保養施設利用について 

大山株式会社と宿泊保養施設利用契約を結んだ。 

2．近畿地区研修会について 

一般検査研修会を認定制度研修会として日臨技に申請を行なった。 

3．認定心電図検査技師制度 資格更新・研修会在り方 WG について 

日臨技より標記 WG 委員として吉田秀人（天理よろづ相談所病院）会員を委

嘱する通知があった。なお、任期は平成 22 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31

日までである。 

4．特例民法法人の活動と政治団体の活動の調査 

県医療管理課から特例民法法人の活動と政治団体の活動を峻別する通達とそ

の調査があった。奈臨技では政治活動をしておらず、該当しないとの旨報告

した。 

5．庶務部会について 

1）10 月 29 日 奈臨技ニュース、近畿研修会（臨床化学、血液、一般）、神

経機能研修会案内、宿泊保養施設志摩ひろはま荘の利用について、近畿

学会ポケット版プログラム集、学会実務委員委嘱状、第 60回日本医学検

査学会ポスターの送付を行なった。 

6．奈臨技 IT委員会 

1）新規掲載内容 
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10 月 12 日 奈臨技ニュース印刷版 10 月号に未掲載の研修会を掲載した。 

10 月 21 日 日本神経生理検査研究会（日臨技関連団体）研修会の案内を

掲載した。 

11 月 1日 奈臨技ニュース 2010 年 11 月 第 198 号を掲載した。 

7．会員の移動について 

〔正会員数〕568 名  （平成 22 年 11 月 4日現在） 

会費納入済み 543 名 未入金者 25名 新入会員累計 28名 

 〔新入会〕 1名 

 〔変更〕  1 名 

事務局経理部 

1．特になし 

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.精度管理調査について 

    精度管理報告書は昨年同様 200 部を印刷する。参加証も昨年同様とする。 

    参加申込みが締切日には 1/3 しか来なかった。対策として配布する封筒の表

に「サーベイ申込み書在中」を記載する。 

  2.来年度委員の交代について 

    病理、微生物、血液分野で委員を交代する。 

  3.奈臨技ホームページにサーベイ結果を掲載することについて 

今年度は技師を対象に事業報告書の内容で掲載する。 

  4.生理検査のサーベイについて 

    理事会の意見として、実施する方向で考えて欲しいとの事であったため、内

容については生理担当者で検討し、調査をするという考え方も含めて来年は

行う方向で考えたい。 

学術部 生涯教育担当 

1. 第 3回マネージメント研修会ついて 

標記研修会を11月5日に県立医科大学 臨床医学校舎大会議室にて開催した。

参加者 21名。 

渉外部 

1. 平成 22 年度公開講演会について 

1)11 月 1日公開講演の講師依頼状を発翰した。 

2)第 3 回講演会等企画委員会を開催し、平成 22 年度公開講演会における研修

会、検査展、広報、当日スケジュール等について討議した。なお、当日スケ

ジュール及び議事概要記録は別紙添付資料のとおり。 

地域保健事業部 
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1．「平成 22年度橿原市ふれあい・いきいき祭」10月 24 日（日）かしはら万葉

ホ‐ルに参加した。詳細は別紙資料の通り  

2．「糖尿病シンポジウム in奈良 なら糖尿病デ‐2010」10 月 24 日（日）奈良

県文化会館に参加した。 

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 

やまと郡山城ホール（大ホール）にて、乳がん関連映画無料上映会を開催し、

来場者は359名（会員16名含む）で8割は郡山市内であったが、県内、県外から

広く参加があった。また、会場入場前にポスターによる検診とその重要性を啓

蒙と場内では臨床検査についての案内ができた。なお、会計報告は別紙資料の

とおりである。 

2．HIV感染予防啓発事業について 

会場最終下見を、協力メーカー（フクダ電子、栄研化学）と共に行い、当日の

行動とタイムスケジュールをチェックした。 

組織法規部 

1．第 5回公益法人化準備委員会を 11月 2日（火）に天理医学研究所 事務室で

行った。 

福利厚生部 

1．10/24 ふれあい・いきいき祭傷害賠償責任保険加入および名簿提出 
2. 10/24  奈良糖尿病デー2010 傷害賠償責任保険加入および名簿提出  

広報部 

1．奈臨技ニュース 2010 年 11 月号・第 198 号を発行した。 

2. 第１回広報委員会を開催し、奈臨技ニュースの新年号等の企画と、まほろば

製作について討議した。 

地区担当部 

1．特になし 

学会担当 

1．第 50回近畿医学検査学会実務委員委嘱状 

11 月 1日 奈臨技ニュースと共に実務委員へ発送した。 

2．近畿理事、名誉会員宿泊調査 

京臨技未提出、11月 9日には宿泊ホテル最終決定し、11 月 10 日に案内予定。 

3．抄録集 最終校正は 11月 15 日（月）まで、17日印刷開始予定 

配布は学会当日の予定。 

4．第 60回日本医学検査学会 PRについて 

学会長 宮島喜文氏と同経理副部長の内田美寿子氏が懇親会へ決定。PRを兼ね

た挨拶を予定。 

  

以上の経過報告を、承認した。 
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Ⅵ 会計報告           

1．10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 

1．平成 22年度第 2回総会について 

第 2 回総会資料として、平成 23 年度計画案を 12 月度の第 8 回理事会報告時

に提出する提案があり、承認した。 

 

2．臨床検査技師賠償責任保険加入について 

近畿理事会で標記賠償責任保険について案内があったが、奈臨技としての対

応について意見を集約できず、継続審議とした。 

 

事務局経理部 

1．「平成 23年度 会費納入のお知らせ」について 

 「平成 23 年度 会費納入のお知らせ」の案内文を別紙資料の通りとし、配布

する提案があったが、納金方法ごとに内容を整理する意見があり、次回理事会

に再度提案することとして、継続審議とした。 

 

組織法規部 

1．平成 22年度 施設代表者会議・施設連絡責任者会議合同実施要項について 

 標記会議を合同会議として資料の通り開催する提案があり、承認した。 

 

渉外部 

1. 平成 22 年度公開講演会について 

平成 22 年度公開講演会の実務委員を各地区 4 名ずつ選出する依頼があり、承

認した。なお、期限は 12 月末までとした。また、理事は公開講演会当日義務

出席とし実務委員として参加することとした。 

  

福利厚生部 

1．同好会事業について 

スキー同好会に変え下記の親睦会を開催する提案があり、承認した。 

 

Ⅷ 会議、委員会等開催の申請について 

1．第 50回近畿医学検査学会 第 1回実務委員会  

日時：11月 29 日（月） 18：30～ 
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場所：天理よろづ相談所病院 入院棟 7階講堂  

議題：①実務委員の役割説明と学会運営 

②その他 

 

2．第 3回予算委員会 

日時：12月 16 日（月） 18：00～ 

場所：奈良県総合リハビリセンター 討議室  

議題：①平成 23年度予算について 

   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 11 月 11 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  
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平成 22 年度・第 8回通常理事会資料（2） 

日臨技公益委託（エイズ・STI 感染予防啓発事業）報告書 

報 告 者 
林田雅彦 電話番

号 
0743.63.5611（8776） 

開催運営 奈良県臨床衛生検査技師会 

委託運営技師会 

会長名 

 山本慶和 

 

事 業 名 称 エイズ・STI 感染予防啓発事業  

開催日時 平成 22 年 11 月 21 日（日）  13 時 ～ 17 時 

開催場所 イオンモール大和郡山店 （南小路コート） 

事

業 

内 

容 

形   式 

実務委員数 

パネル展示と啓発冊子の配付 

1）パネル展示：HIV 感染予防、公衆衛生関連（鉄欠性貧血、ピロリ菌につい

て） 

2）冊子：日臨技 HIV 冊子、奈臨技特定検診冊子、その他、乳がん・大腸ガン・

がん関連多数の冊子 

その他：検査展とミニ講座 

1）検査展：ヘモグロビン測定、光学顕微鏡による血液像観察、位相差顕微鏡

による血球観察 

2）ミニ講座（液晶プロジェクターにて）：鉄欠乏性貧血、ピロリ菌、心臓の

画像検査について（心電図、エコー） 

 実務委員：16 名 

概  要 

 目 的：本邦は、先進国で唯一 HIV 感染の増加傾向を示している。誰もが
感染の機会があり、検査でしか感染を確認できないこと、また

検査をしなければ感染者は治療の機会を失いエイズ発症を止め

ることができないことを知ってもらう。 

     また、臨床検査は病院などの医療施設以外に検診でも利用されて

いることの認知と重要性について理解を深めてもらう。 

活 動：HIV を全面に出したキャンペーンは敬遠される傾向にあり、来場者

の興味を引くヘモグロビン検査を用いた貧血チェックや、心電図

検査のデモンストレーション、さらにヘリコバクタ・ピロリの感

染検査と胃ガンやリンパ腫との関連などを10分の講義にして十数

回実施し、HIV 関連の説明を行なう機会を得る。 

広 報：イオンモール大和郡山店の新聞広告とホームページ、奈臨技ホー

ムページにて催し物案内を行なう。当日は館内放送を毎時間と会

場付近で冊子と油とり紙等の配付で広報をする。 

効  果 

来場者は、ミニ講座 約100名、検査展 延べ約280名、その他展示パネル説明

多数。 

買い物客の興味をミニ講座や検査展で引き、HIV関連のパネル説明をした。ま

た、展示エリア付近において、HIVの小冊子や油とり紙の配付を行い、HIVに

関心を持ってもらえる啓蒙ができた。 

さらに展示や講座を通し、臨床検査の認知と重要性についてアピールができ

た。 



 9 

平成 22 年度・第 8回通常理事会資料（3） 

 

!"##$%%&'()

*+,-./0123456789-./

*:;<<=;<)0!"##$%%&#%)>)?%'@A%B@

!"##$CDEFGHIJKLMNOPQ

!"#$%

&' ()* +,

-./.0 1223222 45678$9:;

-./.0 2

<=>="=# 2

?=@="=# 2

A.B.; 2

C.".# 2

DE 1223222

!FG%

&' ()* +,

H.I.0 JK3LKJ MNOPQR

S+T+U0 V13K12 WXYZ[

\.].0 1L3V^K W_`abcZadeafg[

hi0!jkl% mK3222 jkno

p0Tqr0 mn3222 st0.uvwx

H.y.0 1n32J2 z{a|D}a~+Hy

t�-�0 �3�mJ

�=�=U=0 mV3m2n �Wbca�X�[

�.l.0 2

?.�.0 1V3Ln2 �U[

.

.

C0 K3�nn

DE 1223222

��

)4-RS+,PQ;TUV



 10 

平成 22 年度・第 8回通常理事会資料（4） 

 

奈臨技アウトドア同好会 企画書 

H22 年 12 月 16 日 

福利厚生部 田中 佐代美 

 

【 USJ にお連れします 】 

日時 ： H23 年 2月 20 日（日） 

 

参加者  正会員、賛助会員、会員家族 

  

日  程 （貸し切りバス利用） 

集合（天理） → 集合（八木駅前） → USJ → 自由行動 → 駐車場集合 → 

8：20       9：00        10：00             5：00 

   八木駅 → 天理よろず相談所病院前 

    6：00        6：40 

                    

 

会  費   なし   

  自由行動中の費用は自己負担  USJ にはいろいろなチケットと購入方法が 

                        あります。各自で用意してください。 

 

予算計画   

バス代 （高速料金含） 94,500  94,500 

高速料金 10,100  10,100 

                            
支出合計 

104,600 

 

同好会助成金より 104,600 円を助成する 

 

 

 


