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（社）奈良県臨床検査技師会 第 10 回通常理事会議事録 

 

開催日時：平成 24 年 2 月 9 日（木）18:10～19:30 

開催場所：奈良県リハビリセンター 2 階討議室 

出 席 者：山本、今田、後藤、山下、内池、延命、上杉、内間、北川、枡尾、 

横山、久保、猪田理事 

欠 席 者：宗川、林田、藤本、梅木、畑中、田中、倉本理事 

 

Ⅰ 議事録の確認 

1．「平成 23 年度第 9回通常理事会議事録」の確認 

標記議事録を確認、一部誤字脱字を修正し承認した。 

 

Ⅱ 理事行動報告（平成 24 年 1 月 14 日から平成 24 年 2 月 8 日） 

1．平成 23 年度第 9 回通常理事会：1 月 14 日（土）／奈良県立医科大学附

属病院 臨床大会議室 山本、今田、宗川、林田、藤本、後藤、山下、

内池、延命、梅木、久保、上杉、内間、北川、畑中、田中、枡尾、倉本、

横山、猪田 

2．第 4回予算委員会：1月 14 日（土）／奈良県立医科大学附属病院 臨床

大会議室 山本、今田、宗川、林田、藤本、後藤、山下、内池、延命、

梅木、久保、上杉、内間、北川、畑中、田中、枡尾、倉本、横山、梅木、

猪田 

3．施設代表者・施設連絡責任者：1月 14 日（土）／奈良県立医科大学附属

病院 臨床大会議室 山本、今田、宗川、林田、藤本、後藤、山下、 

内池、延命、梅木、久保、上杉、内間、北川、田中、枡尾、倉本、横山、

梅木、猪田 

4．新年交礼会：1月 14 日（土）／かごの屋 山本、今田、宗川、林田、 

藤本、後藤、畑中、山下、内池、延命、上杉、内間、北川、田中、横山、

猪田 

5．性感染症予防・ガン撲滅啓発事業：1月 22 日（日）／イオン大和郡山 

  藤本 

6．奈良県標準化協議会(仮名称)のための打合せ：1月 23 日（月）／奈良医

大附属病院中央臨床検査部教授室 岡本教授と面談 山本、畑中 

7．平成 23 年度新入・一般研修会打ち合わせ：1月 25 日（水）／県立奈良病

院中検技局 延命 

8．生涯教育セミナー：1月 28 日（土）／国保病院 飛鳥ホール 山下、 

宗川、林田、北川、久保、梅木、延命 

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

室 上杉、北川 
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10．第 4 回精度管理委員会：2月 2 日（木）／天理よろづ相談所病院 北別

館 1階 久保 

11．第 13 回医療マネージメント学会奈良支部理事会：2月 4日（土）／奈良

県社会福祉総合センター 5 階研修室 A 宗川 

 

以上の行動報告を、承認した。 

 

Ⅲ 役員等派遣報告 

1．性感染症予防・ガン撲滅啓発事業：1月 22 日（日）／イオン大和郡山 

  藤本 

2．奈良県標準化協議会(仮名称)のための打合せ：1月 23 日（月）／奈良医

大附属病院中央臨床検査部教授室 岡本教授と面談 山本、畑中 

3．第 13 回医療マネージメント学会奈良支部理事会：2月 4 日（土）／奈良

県社会福祉総合センター 5 階研修室 A 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 回予算委員会：1 月 14 日（土）／奈良県立医科大学附属病院 臨床

大会議室 

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

室  

3．第 4回精度管理委員会：2月 2日（木）／天理よろづ相談所病院 北別 1

階 

 

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。 

 

Ⅴ 経過報告 

会長 

  1．奈良県標準化協議会(仮名称)のための打合せ 

   日付：1月 23 日（月） 

   場所：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部教授室 

出席者:岡本先生、松尾先生、山本、畑中 

   概要：奈良県医療政策部 医療管理課の共催、後援を得るための相談。 

標準化協議会の名称ではなく、臨床検査データ共有化を目的とし、奈

良県、関係団体とともに共有化のため会を設置する。 

そのために、まず、 

1）共有化協議会の設立の趣意書を作成し、 
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まず、奈良医大:岡本教授、天理医療大学：松尾教授、近畿大学奈良

病院：太田教授(松尾先生から説明)、奈良県医師会：塩見会長の署名

をいただく 

2）前記署名を持って県に協力依頼に行く。 

3）衛生検査所協会については、佐守先生を通じて出席をお願いする。 

4）打合せ会を 3月～4月(5 月)に行う 

5）第 1回目の会議は 6月(7 月)ごろの開催する 

内容：日臨技の共有化事業の概要、奈臨技精度管理の概要、医師会

会員検査関係者からの最近の話題発表 

6）ホームページ、メーリングリストなどにより共有化のための、情

報発信(医師会向け、あるいは県民)なども考えていく。 

宗川副会長 

1．日本医療マネージメント学会奈良支部 理事会報告 

①監事の交代と新規理事の推薦が承認された。 

②第 7回奈良支部学術集会について 

標記学術集会が平成 24 年 2 月 4 日（土）奈良県社会福祉センター、世話

人 県立五條病院 松本院長で開催された。 

また、平成 25 年の第 8回奈良支部学術集会が、世話人 大和高田市立病

院 砂川院長で決定された。 

事務局総務部 

1．日臨技会長選挙 候補者の推薦について 

長野県技師会に、宮島喜文氏の推薦書を送付した。また、施設代表者会議

および奈臨技ニュースにて会員への通知を行った。 

2．日臨技会員状況について 

日臨技より平成 23 年 12 月における会員数実績の報告があった。前年度と

の比較であるが、全国的に見て日臨技と地臨技の会員は同時加入であり、

関西地区のみ約 900 名の差があった。全国  49736 名（前年度 50438 名） 

3．特例民法法人・移行進捗調査について 

県庁より医療管理課より標記調査依頼があり、組織法規部とともに回答し、

医療政策部へ送付した。なお、調査は毎月実施する様子である。 

4．日臨技国民健康増進委託事業について 

日臨技より標記事業の助成金の領収書を送付した。 

5．庶務部会について 

 1）1 月 30 日 奈臨技ニュースの送付を行なった。 

6．奈臨技 IT 委員会 

1）新規掲載内容 

2 月 1 日 奈臨技ニュース 2012 年 2 月 213 号を掲載した。 

7．会員の移動について 
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〔正会員数〕535 名  （平成 24 年 2 月 3 日現在） 

会費納入済み 524 名 未入金者 11 名 新入会 18 名 

  〔変更〕2名 

事務局経理部 

1．特になし 

学術部 検査研究部門担当  

1．日臨技に第 29 回奈良県医学検査学会登録をおこなった。 

学術部 精度管理担当 

1． 平成 23 年度統一精度管理事業報告書は、予定通り 200 部制作する。 

2． 評価証書（案）について協議し、報告書レイアウトを決定した。 

3．平成 24 年度役員選出と委員の交代について確認した。 

4．日臨技サーベイシステムが使用可能になったことを受け、河野氏（天理

よろづ相談所病院）を中心に、解析プログラムを試用する。 

 学術部 生涯教育担当 

1．「技師に必要な統計学を身につける～統計の基礎を具体的事例で勉強しよ

う～」開催報告 

表記の生涯教育セミナーを 1月 28 日 14 時から国保中央病院飛鳥ホールで

開催した。講師はｼｽﾒｯｸｽ（株）木曽加奈子先生。会員 31 名の受講があった。

広範囲な内容で時間が不足がちであったが、参加者には好評であり、オー

プンな定期的研修会の開催も計画したい。 

渉外部 

1．平成 23 年度公開講演会について 

2 月 2 日（木）天理医学研究所 第 2 研究室において第 4 回講演会等企画

委員会を開催し、２月 19 日（日）奈良県新公会堂で開催する標記講演会

の詳細を決定した。 

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．イオンモール郡山における「ミニ臨床検査展の開催およびガン撲滅啓発

活動」について 

日  時  ：1月 22 日（日）午前 9時 30 分～午後 7時 30 分 

来客者 ：500～600 名（SMBG だけで 400～500 人の来客あり） 

実務委員：藤本、中村、南日、今井、岡田、岡部（ファルコバイオスステム） 

高橋、白本、松谷、廣田、宮林（天理よろづ相談所病院） 

栗岡、吉田（県立三室病院）、川崎（健康づくりセンター） 

栄研化学 3名、フクダ電子 3名、関西アイエヌエス 1名 

  総 括：昨年度とレイアウトを大きく変更し、椅子をたくさん並べお客さん

が座りやすいようにした。 
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     SMBG は 3 台あったので案外スムーズにいったが、血管年齢が 1台で待

ち時間が長くなる傾向があった。顕微鏡はほとんど興味を示さなかった。 

         ガン撲滅活動では、胃がんに興味を持っている人が、直接、栄研の方

に ABC 分類について説明をうけていた。 

         ガン撲滅および STI 関連リーフレットは数も種類も豊富で、多くの方

が持っていかれた。女性の方は乳がんのリーフレットに興味をもってい

た。検査展では、体験よりも測定値の出るものに圧倒的に人気があった。 

2．イオン橿原アルルでのミニ臨床検査展およびガン撲滅運動について 

  変更事項として SMBG 実施の許可がおりた。3 階イオンホールの設営は、

警備員を配置せず、イオン関係者立会いのもとで了解を得た。展示は郡

山イオンの経験から、胃がん関連ポスターをメインにし、その他のガン

関連はリーフレットの展示とする。検査展では、SMBG、血管年齢、骨密

度、血圧、心電図、心エコーの実施を行う 

組織法規部 

1．平成 23 年度新入・一般研修会講師依頼状、研修会案内状を発送した。 

 発送後に日付が間違っていたことが判明し、訂正のはがきを発送した。 

福利厚生部 

1．1/12 H23 年度施設代表者会議（1/14）傷害賠償保険加入 

     新人・一般会員研修会・総会（3/24）傷害賠償保険加入 

2．1/16 H23 年度施設代表者会議（1/14）、加入者名簿提出 

        ミニ臨床検査展・ガン撲滅運動（1/22 郡山イオン 2/18 橿原アル

ル） 傷害賠償保険加入 

            H23 年度公開講演会（2/19）傷害賠償保険加入    

3．1/23 ミニ臨床検査展・ガン撲滅運動（1/22 郡山イオン） 

加入者名簿提出 

広報部 

1．奈臨技ニュース 2012 年 1 月号 第 213 号を発行した。 

地区担当部 

1．弔電 1件  

 学会担当 

1．特になし 

 

以上の経過報告を、承認した。 

 

Ⅵ 会計報告 

1．1月分の収支状況について別紙資料にて報告があり、一部訂正し承認した。 
 

Ⅶ 議題  
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 事務局 

1．平成 24 年度「看護の日」について 

奈良県看護協会より、5月 12 日かしはら万葉ホールにて開催される標記イ

ベントの後援名義使用願いがあった。例年の継続事業であり許可する提案

があり、承認した。 

 

2．近畿地区プロモーション委員会について 

日本臨床検査薬協会より、2月 17 日（金）、大阪商工会議所 4階会議室に

て開催される標記委員会の開催案内があった。奈臨技から理事を派遣する

提案があり、承認した。 

 

3．平成 24 年度第 1回総会について 

3 月の理事会までに総会議案である事業および決算報告を各部局から受け

る提案があり、承認した。 

 

学術部 検査研究部門担当  

1．第 50 回近畿医学検査学会教育セミナー講演 DVD 貸出について 

標記事項についてホームページにお知らせと DVD 借用申込書を掲載した

い。DVD の貸出方法は、会員各自がホームページ上から申し込み用紙を出

力記入し、学術担当理事に申込み、これを受けて貸し出する提案があり、

承認した。なお、掲載場所等の詳細は IT 委員会と協議する。 

 

2．奈良県医学検査学会 運営規程について 

標記規程について資料にて提案があり、一部文言を訂正し、承認した。 

また、この規程を奈臨技ホームページに掲載することとした。 

 

学術部 精度管理担当 

1. 平成 23 年度奈臨技精度管理調査 総合評価報告書について 

標記報告書を施設名宛に作成する。内容は化学と血液について○×で評価

を行い、2月中に完成予定であり、案内文を付け 3月には配布する提案が

あり、承認した。 

 

 地域保健事業部 

1．健康を考えるつどいについて 

桜井市健康推進課より 3月 10 日（土）桜井市まほろばセンターで行われ

る「健康を考えるつどい」に当会に簡易血糖値検査等の協力と藤本理事

を含め 2 名の派遣依頼があった。協力と技師の派遣をする提案があり、

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 1回 IT 委員会 

日時：平成 24 年 3 月 15 日（木）18 時 30 分より 

場所：天理医学研究所 第１研究室 

   議題： ①平成 23 年度事業報告について 

②平成 24 年度事業計画について 

③その他 

 

2．第 5回精度管理事業推進委員会 

   日時：平成 24 年 3 月 17 日（土）18 時 30 分より 

   場所：天理よろづ相談所病院 北別館 1階  

   議題： ①平成 24 年度統一精度管理調査事業について 

②その他 

 

以上の会議、委員会等開催の申請について、承認した。 

 

その他、審議事項なし 

 

 

                平成 24 年 2 月 9 日 

社団法人 奈良県臨床衛生検査技師会 

       議  長         山本 慶和 

       議事録署名人 延命 孝也 

             議事録署名人  枡尾 茂 

 

 


