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（社）奈良県臨床検査技師会	 平成 24 年度第 1 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 24 年 4 月 12 日（木）18:05～20:30	 

開催場所：県リハビリセンター	 2 階討議室	 

出 席 者：宗川、今田、岡山、内池、林田、上杉、内間、横山、久保、梅木、延命、

吉村、河野、岸森、苗加、篠浦、高田理事、山口監事	 

オブザーバー出席：山本前会長	 

欠 席 者：西岡理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 23 年度第 11 回通常理事会議事録」の確認	 

2．「平成 23 年度第 2回通常総会議事録」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 3 月 8 日から平成 24 年 4 月 11 日）	 

1．平成 23 年度第 11 回通常理事会：3月 8日（木）／県リハビリセンター	 討議

室	 山本、今田、林田、藤本、畑中、田中、倉本、内池、上杉、内間、北川、

横山、久保、猪田	 

2．健康を考えるつどい：3 月 10 日（土）／桜井市まほろばセンター2 階多目的

ホール	 藤本、山下	 

3．IT 委員会：3月 15 日（木）／天理医学研究所	 第 1研究室	 林田、内池	 

4．第７回検査研究部門運営会議	 3 月 22 日（木）／天理よろづ相談所病院	 北

別館	 第二会議室	 今田、梅木	 

5．日臨技平成 23 年度第 2回総会：3月 24 日（土）／大森ホテル東急イン	 林田	 

6．平成 23 年度	 奈臨技・新入・一般研修会：3月 24 日（土）／県立医科大学	 一

般教育校舎１階（第１講義室）山本、今田、藤本、畑中、田中、倉本、内池、

上杉、内間、北川、横山、久保、猪田、宗川、梅木、後藤、山下、延命、枡

尾、吉村、岡山、河野、岸森、苗加、篠浦、西岡	 

7．平成 23 年度	 第 2 回総会：3 月 24 日（土）／県立医科大学	 一般教育校舎１

階（第１講義室）山本、今田、藤本、畑中、田中、倉本、内池、上杉、内間、

北川、横山、久保、猪田、宗川、梅木、後藤、山下、延命、枡尾、吉村、岡

山、河野、岸森、苗加、篠浦、高田、西岡	 

8．平成 23 年度第 5回精度管理事業推進委員会：3月 30 日（金）／天理よろづ相

談所病院	 北別館	 1 階	 第 1討議室	 久保	 

9，事務局引継：4月 10 日（火）：県立医科大学附属病院	 一般検査室	 林田、	 

内池、高田	 
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	 	 以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．健康を考えるつどい：3 月 10 日（土）／桜井市まほろばセンター2 階多目的

ホール	 藤本、山下	 

2．日臨技平成 23 年度第 2回総会：3月 24 日（土）／大森ホテル東急イン	 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．IT 委員会：3月 15 日（木）／天理医学研究所	 第 1研究室	 	 

2．第７回検査研究部門運営会議	 3 月 22 日（木））／天理よろづ相談所病院	 北

別館	 第 2会議室	 

3．平成 23 年度第 5回精度管理事業推進委員会：3月 30 日（金）／天理よろづ相

談所病院	 北別館	 1 階	 第 1討議室	 

	 	 4.	 事務局引継：4月 10 日（火）：県立医科大学附属病院	 一般検査室	 

	 

	 	 以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

林田理事	 

1．日臨技第 2回総会について	 

	 議長選出後出席者40％（奈良県は54％、8割の都道府県が50％以下）で流会

となり、審議はありませんでした。執行部責任者として、高田会長の考えを問

う多くの質問があったが、「会員意識の低さにある」との見解であった。高田

会長になってから2回目の流会であり、システムの見直し、委任方法の改善、

地臨技への協力依頼などが重要であると考えられた。	 

会長選挙は奈良県の投票率56.6％（近畿ではトップ）で、全国でも50％を超え

ていないところが半数以上あった。理事会報告では、米坂知昭氏を参議院議員

候補者として推薦する報告があった。	 

事務局総務部	 

1．役員連絡網について	 

役員連絡網を別紙資料のとおり作製した。	 

2．IT 委員会について	 

IT 委員会を開催し，平成 23 年度の運営状況の報告があった（別紙資料）。また、

施設の連絡網を徹底するため全施設にメールアドレスを設定し、責任者に転送

することとした。	 

3．庶務部会について	 
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	 1）3 月 27 日	 奈臨技ニュース、精度管理調査結果報告書および評価表と参加

証、ひろはま荘の案内の送付を行なった。	 

4．奈臨技 IT 委員会	 

1）新規掲載内容	 

4 月 1 日	 奈臨技ニュース 2012 年 4 月	 215 号を掲載した。	 

5．会員の移動について	 

〔正会員数〕511 名	 	 （平成 24 年 4 月 8 日現在）	 

会費納入済み 431 名	 未入金者 84 名	 新入会 0名	 

〔再入会〕2名	 

〔変更〕5名	 

〔退会〕21 名	 

事務局経理部	 

1．特になし	 

学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．今後の技師会制度・方向性について（山本前会長より）	 

一般公開講座を別途放射線技師会などの他職種とコラボレーションしていく

予定。	 

公益法人として申請するには１ヶ月毎に会計しなければならない。	 

今後日臨技が各都道府県で研修会１件あたり５万円補助がでる（最大２０件ま
で申請可能）。但し、2ヶ月前までに申請する必要がある。２０件全て申請して
奈良県として貯蓄し、必要時に要領よく使用する予定とする。	 
2．奈良県医学検査学会について	 
要望演題4題（生理、総合、輸血、北部地区）	 

	 特別講演予定の今西先生の都合により、講師が変更となる。講師の選出は梅木

理事に一任した。	 

3．平成 24・25 年度検査研究部門の部門長分野長、分野員は別紙資料のとおりで

ある。	 

学術部	 精度管理担当	 

1．平成 24 年度奈臨技精度管理事業について協議し、以下のように決定した。	 

1）本年度は、昨年と同様に 10 分野について行う。	 

2）２次サーベイは行わない。	 

3）日臨技サーベイ解析ソフトを使用する。	 

4）使用許可申請者は河野解析委員とする。	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．特になし	 	 

渉外部	 

1．特になし	 

地域保健事業部	 

１．	 平成 24 年度「なら糖尿病デ-2012」について	 
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平成 24 年度「なら糖尿病デ-2012」が県立五條病院の担当、12 月 2 日（日）奈

良文化会館で開催される。その第 1 回実行委員会が 4 月 18 日（水）に県立医

科大学付属病院	 臨床大会議室である。	 

地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．健康を考えるつどいについて	 

主催：桜井市、共催：健康づくり推進協議会、協力：奈良県臨床衛生検査技師

会）13 時～16 時、参加者：80 名	 

	 臨床検査体験コーナー、血糖値があがりにくい食事の展示コーナーおよび医師

および管理栄養士による糖尿病予防に関する講演があった。臨床検査体験コー

ナーでは、技師 2名が 70 名の参加者に SMBG を実施した。参加者は本日の「簡

易血糖検査からわかること」と称した簡単なリーフレットを持参しており、実

測した血糖値が正常範囲なのか異常値なのかを気にされていた。医療機関で生

活習慣病を指摘された方が参加されていたので、血糖値の高めの方が多かった。	 

	 看護師さんは医療機器メーカーとのつながりが薄いため、今回の様なSMBGを

今まで実施することができなかったと言われており、今後は他の医療職種と協

力して公益活動をすることで、検査技師の良いところが発揮できると思った。	 

組織法規部	 

1．平成 23 年度新入・一般研修会の開催について	 

トレンドマイクロ株式会社	 松山	 征嗣氏により「医療における情報セキュリテ

ィ対策」のテーマにて、59 名の参加により開催した。	 

2．一般社団法人への移行申請について	 

一般社団法人への移行申請につき、オフィス中嶋	 中嶋氏より以下の書類の準

備依頼がありました。関係部署でのご用意をお願いいたします。	 

1）4 月１日以降の社）奈良県臨床衛生検査技師会の登記事項証明書	 

新役員名が記載されたもの	 

2）平成 23 年度末日（平成 24 年 3 月 31 日）の財産目録、貸借照表および附属

明細書、損益計算書及び附属明細書	 

3）平成 23 年度	 事業報告（総会の議案書）	 

4）平成 24 年度	 事業計画書および収支予算書	 

5）定款変更を承認した社員総会の議事録の写し	 

福利厚生部	 

1．奈良県臨床衛生検査技師会新入・一般会員研修会、傷害賠償保険加入者名簿

の提出 
広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2012 年 4 月号	 第 215 号を発行した。	 

2．奈臨技ニュースのコンテンツとして、5月会長、6月事務局長、7月副会長2名の挨拶

と仕事の内容紹介、など原稿依頼予定。なお、役員名簿5月、学術関連6月とする。 
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3．今年一年はこれまでの形式で発行する。委員会にて学会や行事などの原稿を積極

的に集めて、会員に有益な情報提供を行っていきたい。	 

地区担当部	 

1．平成 24 年度定期総会役員について	 

	 標記の総会役員の推薦を行った。	 

	 

以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1．3月分の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．役員の役務分担について	 

新理事の互選により平成 24・25 年度の会長として宗川義嗣氏を選出した。	 

それに伴い、宗川新会長より役員の役務分担を、別紙資料のとおりとする提案

があった。一部役務分担の変更を行い、承認した。なお、変更点は下記の通り

である。	 

学術部精度管理担当部長：久保理事	 →	 河野理事	 

学術部生涯教育担当部長：河野理事	 →	 久保理事	 

地区担当部長	 	 	 	 	 ：梅木理事	 →	 上杉理事	 

	 

2．日臨技関西支部幹事および学術協力員の選出について	 

日臨技関西支部幹事に宗川会長、学術協力委員に今田副会長を推薦する提案が

あり、承認した。	 

	 

3．近臨技理事の選出について	 

近臨技理事を、宗川会長、今田副会長、内池事務局長を推薦する提案があり、

承認した。	 

	 

4．財団法人健康づくり財団理事・評議員について	 

標記財団の理事・評議員を暫定として選出したが、新役員から理事に宗川会長、

評議員に岡山副会長を推薦する提案があり、承認した。	 

・任期は H24.3.1~H26.2.28 である。	 

また、法人移行後の役員は、	 

理事 1名（評議員と兼任不可）：任期 H25.4.1~H25.6 月（定時評議員会まで）	 

評議員 1名：任期 H25.4.1~H29.6 月（定時評議員会まで）である。	 
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5．県精度管理委員の選出について	 

県精度管理委員を畑中前理事の後任に、岸森理事を推薦する提案があり、承認

した。	 

	 

6．事務局協力委員の選出について	 

事務取扱い責任者に木村雅文会員（健康づくりセンター）、事務連絡責任者に

倉本哲央会員（県総合リハビリテーションセンター）に依頼する提案があり、

承認した。	 

	 

7．平成 24 年度定期総会役員について	 

総会役員および受付の事務局推薦者を別紙資料のとおりとしたいとする提案

があり、承認した。	 

	 

8．平成 24 年度定期総会議案書について	 

標記総会の議案書にて、別紙資料のとおりとする提案があり、承認した。	 

	 

9．IT 委員会の設置について	 

ホームページ等作製・運営のために IT 委員会を、申請書および名簿のとおり

の設置したいとの提案があり、承認した。	 

	 

10．役員および事務局変更の挨拶について	 

新役員・退任理事の挨拶および事務局変更の通知を資料の団体および施設に行

いたいとの提案があり、承認した。	 

	 

学術部	 精度管理担当	 

1.平成 24 年度奈良県臨床衛生検査技師会精度管理調査について	 

標記事業について、生理研究班より本年度はサーベイの参加を辞退したいと

の申し出があったため、生理のフォトサーベイは取りやめる提案があった。	 

討議の結果、生理機能検査部門の意向を尊重し提案を、承認した。なお、昨

年度の総括の報告を請求することとした。	 

	 

2．平成 24 年度奈良県臨床衛生検査技師会精度管理調査の案内について	 

標記事項について資料の通り案内文を配布する提案があり、一部文言を修正

し、承認した。	 

	 

広報部	 

1.平成 24・25 年度広報委員会について	 

標記委員会について申請書および名簿のとおり設置する提案があり、承認し
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た。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．	 第１回検査研究部門運営委員会	 

日時：平成 24 年 4 月 27 日（金）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①奈良県医学検査学会運営について	 

②当日運営の詳細	 

③その他	 

2．第 1 回広報委員会 

日時：平成 24 年 5 月 18 日（金） 18：30~ 

場所：天理よろづ相談所病院 本院 7 階研究所事務室 

議題： ①奈臨技ニュース詳細、役割分担 

②まほろば詳細、役割分担 

③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 4 月 12 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	 	 上杉	 一義	 


