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（社）奈良県臨床検査技師会	 平成 24 年度第 8 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 24 年 12 月 13 日（木）18:45～	 

開催場所：県リハビリセンター2階討議室	 

出 席 者：今田、岡山、内池、林田、高田、内間、河野、延命、吉村、岸森、横山、

西岡、苗加、上杉、梅木理事	 

欠 席 者：宗川、今田、久保、篠浦理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 24 年度第 7回理事会議事録」の確認	 

	 

標記議事録を確認し、一部誤記を修正し承認した。	 

	 

Ⅱ	 理事行動報告（平成 24 年 11 月 8 日から平成 24 年 12 月 12 日）	 

1．平成 24 年度第 1 回予算委員会：	 11 月 8 日（木）／県リハビリセンター	 宗

川、今田、岡山、内池、高田、林田、内間、久保、延命、吉村、横山、苗加、

上杉、篠浦、岸森、河野	 

2．平成 24 年度第 7回通常理事会：11 月 8 日（木）／県リハビリセンター	 	 	 

宗川、今田、岡山、内池、高田、林田、内間、久保、延命、吉村、横山、	 

苗加、上杉、篠浦、岸森、西岡、河野	 

3．糖尿病地域連携推進研修会：11 月 10 日（土）／社会福祉センター	 内池	 

4．日衛協・近畿支部	 第 32 回大会式典：11 月 12 日（月）／シェラトン都ホテ

ル大阪	 宗川	 

5．平成 24 年度公開講演会講師派遣依頼：11 月 14 日（水）／奈良県立医科大学

吉岡理事長	 接見	 吉村	 

6．平成 24 年度第 3回講演会等企画委員会：11 月 15 日（木）／天理よろづ相談

所病院	 吉村、岡山、上杉	 

7．奈良県臨床検査協議会設立説明：11 月 16 日（金）／県医療政策部訪問	 宗川、

今田、内池	 

8．精度保証施設認証委員会：11 月 16 日（金）／天理よろづ相談所病院	 今田、

河野	 

9．世界糖尿病デー×２０日ならウォーク：11 月 23 日（金）／奈良市役所	 横山、

宗川、延命、上杉、篠浦	 

10．なら糖尿病デー2012：12 月 2 日（日）／奈良県文化会館	 内池、横山、高田、

吉村、苗加、篠浦	 

11．奈臨技ボウリング大会：12 月 7 日（金）／	 富士ボウル	 宗川、今田、岡山、

内池、高田、苗加、岸森	 

12．関西支部学会シンポジウム打ち合わせ会議	 ：12 月 9 日（日）／ホテル京阪
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京都	 今田、梅木	 

13．平成 24 年度第 2回生涯教育研修会：12 月 12 日（水）／国保中央病院	 久保、

今田、内池	 

14．第 3回生涯教育委員会：12 月 12 日（水）／国保中央病院	 久保	 

	 

以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．糖尿病地域連携推進研修会：11 月 10 日（土）／社会福祉センター	 内池	 

2．日衛協・近畿支部	 第 32 回大会式典：11 月 12 日（月）／シェラトン都ホテ

ル大阪	 宗川	 

3．平成 24 年度公開講演会講師派遣依頼：11 月 14 日（水）／奈良県立医科大学

吉岡理事長	 接見	 吉村	 

4．奈良県臨床検査協議会設立説明：11 月 16 日（金）／県医療政策部訪問	 宗川、

今田、内池	 

5．世界糖尿病デー×２０日ならウォーク：11 月 23 日（金）／奈良市役所 6階正

庁	 横山、宗川、延命、上杉、篠浦	 

6．なら糖尿病デー2012：12 月 2 日（日）／奈良県文化会館	 内池、横山、高田、

吉村、苗加、篠浦	 

7．関西支部学会シンポジウム打ち合わせ会議：12 月 9 日（日）／ホテル京阪京

都	 今田、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．平成 24 年度第 1回予算委員会：11 月 8 日（木）／県リハビリセンター	 

2．平成 24 年度第 3回講演会等企画委員会：11 月 15 日（木）／天理よろづ相談

所病院	 

3．精度保証施設認証委員会：11 月 16 日（金）／天理よろづ相談所病院	 

4．第 3回生涯教育委員会：12 月 12 日（水）／国保中央病院	 

	 

	 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．国際会議の日本への誘致に関するアンケート調査について	 

国土交通省環境庁より標記事項についての実績調査があった。「当会が関係す

る国際学会はなし」と報告した。	 
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2．一般社団法人移行について	 

一般社団法人の移行申請に対し県からの認可が 12 月 5 日に下りた。これを受

け前田司法書士に依頼し一般社団法人の登記の手続きに入った。	 

3．第 62 回日本医学検査学会座長推薦について	 

標記事項について香川県技師会の学会実行委員会より血液、免疫血清の座長

推薦の依頼があった。学術部より推薦された 2名を回答した。	 

血液：中山	 みどり会員（県立奈良病院）	 

免疫血清：問本	 佳予子会員（県立医科大学附属病院）	 

4．第 30 回奈良県医学検査学会について	 

開催日が日本医学検査学会と重なっていたことから変更を行ったが、特別講演

の講師の先生の都合にて、5月 12 日として会場の予約を再度行った。	 

5．秋の叙勲候補者推薦について	 

奈良県医療政策部より秋の叙勲候補者の推薦依頼があり、表彰推薦委員長に

通知した。	 

6．新年交礼会について	 

新年交礼会を 1 月 12 日（土）18：00 より「彩食酒喜	 たち花」（近鉄八木駅

南口徒歩 1分）にて開催する。会費は 5000 円とし年末までに参加人数を把握

する。	 

7．庶務部会について	 

11 月 30 日（金）：奈臨技ニュース第 223 号、奈臨技会員証、日本臨床検査技

師連盟加入のお願い、新年交礼会の案内、契約保養施設㈱ひろはま荘のチラ

シの送付を行なった。	 

8．奈臨技 IT 委員会	 

11 月 26 日（月）：京臨技臨床化学・免疫研修会の案内を掲載した。	 

12 月 1 日（土）：奈臨技ニュース 2012 年 12 月	 223 号を掲載した。	 

9.会員の移動について	 

〔正会員数〕526 名	 （平成 24 年 12 月 4 日現在）	 

会費納入済 515 名	 未入金者 11 名	 	 

新入会	 1 名	 	 	 再入会者	 0 名	 

変更者	 1 名	 	 

退会者	 0 名	 

事務局経理部	 

1．平成 25 年度予算について	 	 

各部局からの概算要求を受けた。総額について、次年度予算を収入に応じた

適正な額となるように、再度縮小化を諮る必要があった。	 

学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．日臨技支援金申請研修会の申請状況について	 

微生物検査のグラム染色実技講習会の申請が承認された（累計 7）。その他 4
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つの研修が申請中である。	 

学術部	 精度管理担当	 

1.	 特になし	 

学術部	 生涯教育担当	 

1．平成 24 年度生涯教育研修会について	 

第 2 回研修会「内部精度管理について」を 12 月 12 日（水）に国保中央病院	 

飛鳥ホールにおいて開催した。参加者 14 名	 

学術部	 奈良県臨床検査協議会	 

1．特になし	 

渉外部	 

1．公開講演会について	 

講師派遣を奈良県立医科大学	 吉岡理事長を訪れ、依頼した。講演会及び併設

研修会の会員への案内は、奈臨技ニュース 12 月号にて行う予定。その他の広

報として、橿原市福祉協議会にポスター掲示と各福祉事業所にチラシ配布を

依頼し、了解を得た。また、会員施設および後援団体にも広報依頼を 1月中

旬に行う予定である。	 

地域保健事業部 
1．「世界糖尿病デー」×「20 日ならウォーク」イベント報告	 

11 月 23 日（金）奈良市役所において「世界糖尿病デー」×「20 日ならウォ

ーク」イベントが開催され、奈良市からの依頼にて簡易血糖測定を実施協力

した。来場者は 127 名で、そのうち予約者含め 121 名を測定、約１時間で終

了することが出来た。今後もこのような自治体や保健所などが行う公益事業

には積極的に参加協力し健康への啓発が行いたい。	 

＜実務委員	 5 名＞	 	 

延命、篠浦、上杉、横山（理事）、西川	 香奈子（市立奈良病院）	 	 	 

＜協力メーカー＞	 

アボットジャパン株式会社	 	 	 	 	 	 簡易自己血糖測定器	 

ニプロ株式会社	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 簡易自己血糖測定器	 

2．なら糖尿病デー2012 報告	 

12 月 2 日（日）奈良県文化会館において開催され、簡易血糖測定・HbA1c な

どの実施協力をした。測定人数は約 170 名と多く県民の糖尿病への関心の高

さがうかがえた。	 

＜実務委員	 27 名＞	 	 

地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．特になし	 

組織法規部	 

1．一般社団法人への移行申請について	 

11 月の審議会にて認可され、認可日後２週間以内に登記を行う予定である。	 
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福利厚生部	 

1．傷害賠償保険	 

・11 月 17 日（土）超音波実技講習会の傷害賠償保険の名簿を提出した。	 	 

	 	 	 	 ・12 月	 2 日（日）なら糖尿病デー2012 の傷害賠償保険の加入と名簿を提出	 

	 	 	 	 	 した。	 

2．ボウリング同好会について	 

奈臨技ボウリング大会を、富士ボウルで開催した。参加人数は 12 名であった。	 

広報部	 

1．奈臨技ニュースについて	 

2012 年 12 月号第 223 号を発行した。	 

2．会誌まほろばについて	 

現在校正中であり、12月25日頃印刷が仕上がりの予定である。	 

地区担当部	 

1．なら糖尿病デー2012の実務委員選出について	 

	 標記実務委員を各地区4名ずつ推薦した。	 

精度保証施設認証委員会	 

1．精度保証施設認証の状況について	 

精度保証施設認証の更新 6 施設、新規 2 施設の応募があり、7 施設を認証し

た。なお、否認された１施設は日臨技精度管理調査不参加のため条件を満た

していなかった。	 

	 

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	 

	 

別紙資料にて11月分の収支報告があり、承認した。	 
	 

Ⅶ	 議題	 	 

宗川会長	 

1．奈臨技顧問の推薦について	 

平成 24 年 4 月 1 日、天理よろづ相談所病院	 臨床病理部長に中村文彦先生が

就任されたことから、当会顧問を依頼する提案があり、承認した。	 

	 

2．日本マネージメント学会について	 

標記学会奈良県支部の理事を当会から選出しているが、日本マネージメント

学会へは未入会である。会員登録を行い本学会に協力する提案があり、承認

した。	 
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事務局	 

1．平成 25 年度賛助会員の募集について	 

標記募集について別紙資料にて提案があり、承認した。	 

	 

2．奈良県対癌協会の寄付について	 

奈良県対癌協会より寄付の要請があり例年通り 1口 1万円を寄付する提案が

あり、承認した。	 

	 

3．平成 25 年度会費納入のご案内について	 

平成 25 年度会費納入の案内を別紙資料のとおり行う提案があり、承認した。

なお、奈臨技ニュースの他、ホームページにおいても広報を行うこととした。	 

	 

4．日臨技情勢報告会および全国幹事連絡会議について	 

日臨技より地臨技会長のオブザーバー出席依頼があり、宗川会長を派遣する

提案があり、承認した。なお、日臨技に対する質問・意見があれば、1 月 8

日までに宗川会長に提出することとした。	 

	 

5．なら看護の日フェスタの後援名義使用について	 

看護協会奈良県支部より、標記イベントの後援名義使用依頼があり、例年通

り許可する提案があり、承認した。なお、開催日は 5月 11 日で、会場はかし

はら万葉ホールである。	 

	 

渉外部	 	 

1． 平成 24 年度公開講演会実務委員について	 
標記実務委員として各地区4名ずつの推薦を依頼する提案があり、承認した。

なお、推薦は 1月末までとした。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1． 第 3回予算委員会	 
日時：平成 25 年 1 月 12 日（土）13：00~	 

場所：県立医科大学	 臨床大会議室	 

議題：①平成 25 年度予算編成について	 

②その他	 

	 

２．第 4回精度管理推進委員会	 

日時：平成 25 年 2 月 7 日（木）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 
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議題：①精度管理調査報告書の確認	 

	 ②次年度の予定	 

	 ③その他	 

	 

３．第 4回講演会等企画委員会申請	 

日時：平成 25 年 2 月 12 日（火）	 18：30~	 

場所：天理医学研究所 7階第 1研究室	 

議題：①平成 24 年度公開講演会について	 

	 	 	 ②公開講演会の進捗状況	 

	 ③最終確認、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 12 月 13 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	 	 上杉	 一義	 


