社）奈良県臨床衛生検査技師会 第 8 回通常理事会議事録
開催日時：平成 22 年 12 月 16 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、倉本、北川、山下、内間、内池、後藤、梅木、久保、
上杉、横山、田中、枡尾、猪田理事
欠 席 者：宗川、延命、藤本、畑中理事
Ⅰ 議事録の確認
1．「平成 22 年度第 7 回通常理事会議事録」の確認
第 7 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 11 月 11 日から平成 22 年 12 月 15 日）
1．平成 22 年度第 7 回理事会：11 月 11 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、宗川、今田、林田、倉本、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：11 月 11 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、宗川、今田、林田、倉本、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・事務局長会議：11 月 13 日（土）／大臨技事務所
4．近臨技臨時会議：11 月 13 日（土）／大臨技事務所

山本、林田

今田

5．第 3 回検査研究部門運営委員会：11 月 18 日（木）天理よろづ相談所病院
今田、梅木
6．奈臨技ボウリング大会：11 月 19 日（金）富士ボウル／山本、今田、田中、
北川、倉本
7．HIV 感染予防啓発事業：11 月 21 日（日）やまと郡山イオン

藤本、 林田、

山本
8．第 50 回近畿医学検査学会 会場最終打ち合わせ：11 月 26 日（金）／奈良県
文化会館

今田、畑中

9．第 50 回近畿医学検査学会実務委員会：11 月 29 日（月）／天理よろづ相談所
7 階講堂 山本、今田、延命、林田、後藤、倉本、内間、枡尾、内池、猪田、
久保、北川
10．第 50 回近畿医学検査学会準備：12 月 10 日（金）／奈良県文化会館

山本、

宗川、今田、林田、倉本、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
11．第 50 回近畿医学検査学会：12 月 11〜12 日（土〜日）／奈良県文化会館
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山本、宗川、今田、林田、倉本、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
12．第 50 回近畿医学検査学会記念式典：12 月 11 日（土）／奈良ホテル

山本、

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、倉本
13．臨時近畿理事会：12 月 11 日（土）／奈良県婦人会館

林田、今田、宗川、

倉本
14．第 4 回近畿理事会：12 月 12 日（日）／奈良県婦人会館 山本、今田、宗川、
林田、倉本
15．近畿医学検査学会引き継ぎ会：12 月 12 日（日）／奈良県文化会館

山本、

今田、林田、畑中、後藤
16．近臨技学術部会：12 月 12 日（日）／奈良県文化会館

梅木

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・事務局長会議：11 月 13 日（土）／大臨技事務所
2．臨時近畿理事会：12 月 11 日（土）／奈良県婦人会館

山本、林田

林田、今田、宗川、

倉本
3．第 4 回近畿理事会：12 月 12 日（日）／奈良県婦人会館

山本、今田、宗川、

林田、倉本
4．近畿医学検査学会引き継ぎ会：12 月 12 日（日）／奈良県文化会館

山本、

今田、林田、畑中、後藤
5．近臨技学術部会：12 月 12 日（日）／奈良県文化会館

梅木

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 回予算委員会：11 月 11 日（木）／奈良県総合リハビリテーションセンタ
ー

討議室

2．第 3 回検査研究部門運営委員会：11 月 18 日（木）天理よろづ相談所病院
3．第 50 回近畿医学検査学会実務委員会：11 月 29 日（月）／ 天理よろづ相談所
7 階講堂
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
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1．HIV 感染予防啓発事業について
日臨技より受託申請が承認された。全国では 35 都道府県が承認された。
2．日臨技事業協力について
日臨技より各賞受賞候補者の推薦依頼があった。
3．一般検査研修会の認定制度研修会としての申請について
日臨技から認定制度研修会として承認した回答があった。
4．日臨技会費納入方法について
11 月 13 日現在では、39134 名が自動引き落としを申請。当初想定していた
40000 人に落ち着いた。
5．第 51 回近畿支部医学検査学会シンポ打合せ会議について
滋賀県臨床検査技師会より、第 51 回近畿支部医学検査学会シンポ打合せ会議
の出席依頼があり、学術部に出席を依頼した。
6．近臨技会長・事務局長会議について
会員管理システム大臨技デモ版の説明を受けた。クラウド型システムではな
く単独システムであることから事務局を構えている技師会用であり、費用の
面からも奈臨技は利用を見送ることとした。今後近畿支部の会員番号の共通
利用も視野に入れたシステムづくりを目指す要望があった。
7．名誉会員日臨技年会費納入方法について
内規に従い名誉会員の年会費を奈臨技口座引き落としとして、日臨技に依頼
した。
8．第 4 回近畿理事会について
1）近畿支部協議会の在り方を検討するため、奈臨技山本会長を委員長とし
た在り方委員会を設置することが承認された。委員は各府県事務局長と近
畿地区担当理事の 9 名とした。
2）支部推薦の優秀論文の候補者を募ることとした。
3）滋賀県担当の第 51 回近畿支部医学検査学会の HP が 12 月 15 日オープン
する予定である。
4）チーム医療研修会の参加者が少ないことから、費用と学会における占有
時間の都合から運営を見直すこととした。
5）第 52 回近畿支部医学検査学会を和歌山担当として開催することが承認さ
れた。会場は白浜温泉を予定している。
6）法人制度改革の対応および進捗状況について、各府県から報告があった。
9．庶務部会について
1）11 月 29 日 奈臨技ニュース、学会記念式典参加依頼状、新年交礼会案内
状、会費未納者会費納入依頼書の送付を行なった。
10．奈臨技 IT 委員会
1）新規掲載内容
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11 月 30 日 奈臨技ニュース印刷版 12 月号に未掲載の研修会を掲載した。
12 月 1 日 奈臨技ニュース

2010 年 12 月

第 199 号を掲載した。

11．会員の移動について
〔正会員数〕565 名

（平成 22 年 12 月 13 日現在）

会費納入済み 542 名

未入金者 23 名

新入会員累計 28 名

〔変更〕 7 名
〔退会〕 1 名
事務局経理部
1．HIV 感染予防啓発事業助成金について
日臨技より標記助成金の振込みがあり、領収書の発行を行なった。
学術部

検査研究部門担当

1．第 60 回日本医学検査学会座長推薦について
座長推薦として 11 月 11 日（木）に臨床化学 猪田猛久、生理（超音波）森嶋
良一の 2 名を推薦した。
2．平成 23 年度奈良学会について
平成 23 年 5 月 15 日（日）巌橿会館

9：30~

①ランチョンは開催しない。演題終了後に「認証制度保証について」を 15 分
程度 猪田さんより説明してもらい

昼食とする。（サンドウィッチ）

②特別講演：山本会長に基準範囲について講演していただく。
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 22 年度公開講演会の進捗状況について
公開講演会のチラシを作成し第 50 回近畿医学検査学会記念公開講演にて配
布した。
2．公開講演会の実務委員の選出（地区より推薦）
胡内 久美子

（県立奈良病院）

福田 佳織

（県立奈良病院）

辻本 貴美

（県立三室病院）

未定

（高の原中央病院）

石川 豊

（天理よろづ相談所病院）

延井直治

（天理よろづ相談所病院）

片岡 直昭

（天理市立病院）

隅 佐恵美

（奈良厚生会病院）

吉岡 明治

（天理よろづ相談所病院）

西田 陽一

（高田市立病院）
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会場係として 1 名追加

小林 史孝

（済生会中和病院）

松岡 浩子

（宇陀市立病院）

中村 雅子

（町立大淀病院）

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．HIV感染予防啓発事業について
11月21日（日）イオンモール大和郡山店の南小路コートにて標記事業を開催し
た。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。
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

登録施設に案内状を発送した。
福利厚生部
1. 11/19

ボウリング大会レクリェーション保険加入

2. 11/19

ボウリング大会実施

3. 11/21

HIV 感染予防啓発活動傷害賠償責任保険加入・名簿提出

4. 11/30

H23 年日臨技パートナーA に 31 名加入（日臨技費用負担分のみ）

5．11/30 近畿学会傷害保険加入
広報部
1． 奈臨技ニュース

2010 年 12 月号・第 199 号を発行した。

地区担当部
1． 渉外部公開講演会の実務委員を選出した。
学会担当
1．近畿理事および実務委員の宿泊手配を終了し、11 月 11 日に案内を出した。
2．11 月 26 日に抄録集完成し、事務局

80 部、日衛協事務局

10 部、残りを奈

良文化会館に直送した。事務局 80 部のうち、60 部は広告を掲載企業に送付し
た。
3．11 月 29 日第 1 回実務委員会を開催し、103 名の技師会員が参加し、学会当日
の運営方法について打ち合わせた。その後実務委員の調整を進め、最終実務委
員数は総勢 179 名（技師会 109 名、検査医学会 9 名、日衛協 20 名、学生 27 名、
ビジターズビューロスタッフ 5 名、賛助会員 9 名）となった。
4．12 月 11 日、12 日

第 50 回近畿医学検査学会開催

＜参加者数：1801名＞
・会費払い参加者：1515人
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技師会
検査医学会

1384
93

衛生検査所協会 38
・参加費免除者
実務委員、学生、招待者、講演演者、非会員のシンポジスト等 287 名
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
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．年会費引き落とし方法の調査について
奈臨技会費は合算希望とし、日臨技事業への協力は、従来通り行なう回答を
行なった。事後承諾であるが承認を願いたいとの提案があり、承認した。
2．第 25 回臨床検査精度管理奨励会の広報依頼について
臨床検査精度管理奨励会事務局より第 25 回集会の案内があり、奈臨技会員へ
の広報をニュースおよびホームページにて行う提案があり、承認した。
3．年賀状の発送について
年賀状を資料の通り発送する提案があり、一部訂正し承認した。
4．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を資料のとおり発行する提案があり、一部訂
正し承認した。

福利厚生部
1．本年度はレクリェーションを中止について

『USJ にお連れします』を企画したが、気候、行事予定を考慮して本年度はレ
クリェーションを中止にする提案があり、承認した。
広報部
1．会誌「まほろば」について
平成 22 年度 会誌「まほろば」の企画案と原稿依頼について説明があり、承
認した。
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Ⅷ

会議、委員会等開催の申請について
1．第２回

生涯教育委員会

日時：平成 23 年１月 14 日（金）20:00〜
場所：県立医科大学 臨床大会議室
議題： ①平成 23 年度の事業計画について
②その他
2．第 4 回予算委員会
日時：1 月 15 日（土）13：00〜
場所：県立医科大学

臨床大会議室

議題： ①平成 23 年度予算について
②その他
3．精度保証施設認証委員会
日時：平成 23 年１月 7 日
場所：天理よろづ相談所病院

北別館会議室

議題： ①一般施設の申請について
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 12 月 16 日
社団法人 奈良県臨床衛生検査技師会
議
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長

林田

雅彦

議事録署名人

枡尾

茂

議事録署名人

北川

孝道

