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（一社）奈良県臨床検査技師会	 平成 24 年度第 10 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 2 月 14 日（木）18:00～20:30	 

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、高田、内間、岸森、河野、延命、吉村、

横山、西岡、苗加、上杉、久保、篠浦、梅木理事	 

欠 席 者：なし	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 24 年度第 9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 1 月 12 日から平成 25 年 2 月 13 日）	 

1．平成 24 年度第 3回予算委員会：1月 12 日（土）／県立医科大学附属病院	 	 	 

宗川、今田、岡山、内池、高田、内間、河野、延命、吉村、横山、西岡、	 

苗加、上杉、久保、篠浦、梅木	 

2．平成 24 年度第 9回通常理事会：1月 12 日（土）／県立医科大学附属病院	 	 	 

宗川、今田、岡山、内池、高田、内間、河野、延命、吉村、横山、西岡、	 

苗加、上杉、久保、篠浦、梅木	 

3．平成 24 年度施設代表者・施設連絡責任者合同会議：1月 12 日（土）／県立

医科大学附属病院	 宗川、今田、岡山、内池、高田、内間、河野、延命、	 

	 	 吉村、横山、西岡、苗加、上杉、久保、篠浦、梅木、岸森	 

4．奈臨技新年交礼会：1月 12 日（土）／彩食酒喜	 たち花	 宗川、今田、岡山、

内池、高田、内間、河野、延命、吉村、横山、西岡、苗加、上杉、久保、	 

篠浦、梅木、岸森	 

5．平成 24 年度日臨技情勢報告会：1月 25 日（金）／日臨技事務所	 宗川	 

6．平成 25 年度日臨技賀詞交換会：1月 25 日（金）／三菱重工ビル	 グランパ

サージュⅡ3F	 アリスアクアガーデン品川	 宗川	 

7．平成 24 年度日臨技全国幹事会：1月 26 日（土）／日臨技事務所	 宗川	 

8．奈良県臨床検査協議会	 第 1回理事会：1月 29 日（火）／奈良県医師会館	 

	 宗川、今田、内池、内間	 

9．平成 25 年度予算案打合せ：1月 29 日（火）／オフィス中嶋事務所	 内間	 

10．日本医療マネージメント学会奈良支部理事会：2月 2日（土）／県総合福祉

センター	 岡山	 

11．平成 24 年度公開講演会会場打合せ：2 月 6 日（水）／かしはら万葉ホール	 

吉村、上杉	 

12．第 4回精度管理推進委員会：2月 7日（木）／天理よろづ相談所病院	 河野	 

13．第 5回検査研究部門運営委員会：2月 7日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 



	 2	 

	 今田、梅木	 

14．第 2回奈良県臨床検査協議会実務委員会：2月 13 日（金）／天理よろづ相

談所病院	 宗川、今田、内池、梅木、久保、岸森	 

	 

	 	 以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．平成 24 年度日臨技情勢報告会：1月 25 日（金）／日臨技事務所	 宗川	 

2．平成 25 年度日臨技賀詞交換会：1月 25 日（金）／三菱重工ビル	 グランパ

サージュⅡ3F	 アリスアクアガーデン品川	 宗川	 

3．平成 24 年度日臨技全国幹事会：1月 26 日（土）／日臨技事務所	 宗川	 

4．奈良県臨床検査協議会	 第 1回理事会：1月 29 日（火）／奈良県医師会館	 

	 宗川、今田、内池、内間	 

5．平成 25 年度予算案打合せ：1月 29 日（火）／オフィス中嶋事務所	 内間	 

6．日本医療マネージメント学会奈良支部理事会：2 月 2 日（土）／県総合福祉

センター	 岡山	 

7．平成 24 年度公開講演会会場打合せ：2月 6日（水）／かしはら万葉ホール	 	 

	 吉村、上杉	 

8．第 2回奈良県臨床検査協議会実務委員会：2月 13 日（金）／天理よろづ相談

所病院	 宗川、今田、内池、梅木、久保、岸森	 

	 

	 	 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 3回予算委員会：1月 12 日（土）／県立医科大学附属病院	 	 	 

2．第 4回精度管理推進委員会：2月 7日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 

3．第 5回検査研究部門運営委員会：2月 7日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 

	 

	 	 以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。	 

	 

Ⅴ	 経過報告	 

	 宗川会長	 

1．	 情勢報告会	 

・総研の設立・中長期計画・東日本震災復興の柱で活動してきている。	 

・理事会の会議は規程では年 4回であるが 6回にしていく。ただし予算化され

ていない。	 

・渉外では IFBLS の日本開催が決定。	 

・公益関連では、認定機構、認定センターが 3年理事会の開催がなかった。	 
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	 	 検査振興協議会に 8月加盟し、日臨技の主体性を諮る。診療報酬改正に向

けた取り組みを検体系からのスタートさせる。	 

・事務局の運営は、従来の随意契約から入札契約への変更による経費削減を行

った。	 

・行政への取り組みとして、検査技師の業務拡大から業務認証への取り組みを

行い、社会的地位の確立を目指していく。また法制改正、認定技師・専門

技師制度の見直しを行っていく。	 

・課題は、①組織の再構築	 特に地臨技との連携・役割分担②生涯教育制度の

見直し③他学会との連携（地区学会も含めて連携強化させる）	 

2．全国幹事会（会長試案）	 

・事業計画に基づく予算編成を行い、単年度計画を基本とする。支部学会の会

計報告の黒字・赤字の公表を行う。また支部に対する補助金、助成金、交付

金などや事業の委託という概念は存在しないが事業計画・予算が理事会で承

認されれば実施できる。地臨技と日臨技は別組織であり独立した存在である

が、さらに連携を強化する。予算編成は一般会計を基本にして特別会計に

IFBLS 学会特別会計を新設する。事務局職員の常勤化を行う。また契約にお

いても従来の随意契約から入札契約を行う。	 

・総務関係では理事会の 6回の開催、各種委員会を必要な諮問委員会を設立し

4回で答申をだす。支部連絡会議を年３回にする。	 

・組織地盤整備として新マスタープラン（第 4次）の策定し未来構想の具現化

をはかる。ホームページを認知を目的に国民向けに改変する。	 

・国際交流の推進として IFBLS 学会開催準備、また先進国への留学生の派遣を

検討していきたい。	 

・学術関係では生涯教育制度の充実を行い会員のスッテプアップを目指したも

のに見直しを図る。医学検査雑誌の充実、臨床検査精度管理のしっかり行い、

それに伴う臨床検査施設認証をより多くの施設に取得してもらう。	 

・渉外関係では法改正はもとより業務拡大より業務認証、チーム医療推進協議

会への参加へと取り組んでいく。	 

	 事務局総務部	 

1．奈良県臨床検査協議会理事会について	 

第 1 回理事会が 1 月 29 日（火）15 時より奈良県医師会館にて開催され、次

の事項が決定した。	 

・役員として、理事会会長に病院協会	 砂川先生、副会長	 医師会	 竹村先生、

臨床検査専門医会	 岡本先生、臨床検査技師会	 宗川会長が選出された。	 

・協議会の諸規定について、協議会設置要綱が決められた。	 

・予算案について、技師会を含む各団体：2万円、施設会員：1万円の年会費

を徴収し運営する。	 

・5月以降に協議会主催の講演会を開催する	 
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2．奈臨技封筒のデザインについて	 

一般社団法人移行にともない、奈臨技封筒の会名を、一般社団法人・奈良県

臨床検査技師会に変更し、引き続き和光純薬工業に協賛を依頼する。	 

3．庶務部会	 

・1月 31 日（木）奈臨技ニュース、平成 25 年度賛助会員募集の送付を行った。	 

4．奈臨技 IT 委員会	 

・2月 1日（金）：奈臨技ニュース 2013 年 2 月	 225 号を掲載した。	 

5.会員の移動について	 

〔正会員数〕525 名	 （平成 25 年 2 月 7 日現在）	 

	 	 	 	 	 	 会費納入済 516 名	 未入金者 9名	 	 

新入会	 0 名	 	 	 再入会者	 0 名	 

変更者	 4 名	 	 

退会者	 1 名	 

	 事務局経理部	 

1．平成 25 年度予算について	 	 

予算申請のない部門があり、再度依頼したが申請なく、オフィス中嶋と相談

の上、予算案を作成した。	 

	 学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．日臨技支援金申請研修会について	 

	 	 標記事項について、①が採用となり、②③を新たに申請した。	 

①術中モニタリングの基礎と実践編 2013/03/22･･････････採用	 

②	 試薬の基礎性能評価方法について 2013/03/8･･････申請中	 

③	 ABC 分類による胃がんリスク評価について 2013/03/21･･･････申請中	 

1．第 30 回	 奈良県医学検査学会実務委員について	 

検査研究部門以外に下記の実務委員を設けることとした。	 
	 	 	 懸垂幕・垂幕････2名	 	 
	 	 	 会場設営････････8名	 
	 	 	 会場受付････････2名	 
	 	 	 接待係･･････････2名	 

	 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 24 年度公開講演会について	 

かしはら万葉ホールでの会場打合せを行い、当日の準備・作業の確認を行っ

た。	 

	 地域保健事業部 
1．特になし	 



	 5	 

	 地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．特になし	 

	 組織法規部	 

1．法人移行後の経理に関するコンサルテーションについて	 

一般社団法人への移行に伴う会計基盤の確立にあたり、税理士のコンサルテー

ションを受けることとした。公益目的支出計画実施報告書の作成は引き続きオ

フィス中嶋にお願いし、税理士はフィス中嶋の業務提携先の千足税理士とした。	 

2．平成 24 年度施設代表者・施設連絡責任者合同会議について	 

	 	 	 平成 25 年 1 月 18 日(土)に「メディカル	 リスクマネジメント」をテーマとし

て、医療事故およびヒヤリハット事例と対応の紹介であった。参加者 35 名（理

事参加 17 名）	 

	 福利厚生部	 

1．傷害賠償保険	 

・1月 12 日（土）施設代表者会議の傷害賠償保険に参加名簿の提出。	 

2．慶弔	 

・弔電 1件：1月 29 日	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュース	 2013 年 2 月号第 225 号を発行した。	 

	 地区担当部	 

1．奈臨技事業の実務委員について	 

「ミニ臨床検査展および青少年への性感染症予防への啓発活動」に各地区2名、

「平成24年度公開講演会」に各地区4名の実務委員を推薦した。	 

	 

	 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1月分の収支報告があり、承認した。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

	 事務局	 

1．「災害支援データーバンク」への登録について	 	 

奈良県総務部知事公室防災統括室より標記依頼があった。昨年の東日本大震

災や紀伊半島大水害において、民間の団体・企業の支援が大きな力となった

ことを踏まえ、今後の災害発生時に備え、より迅速に被災者支援を行うこと

ができるよう、県が事前に物資の提供やサービスの提供について、協力が得

られる団体・企業の把握である。公開は、人的補助となるが、会員の多くは

施設に所属する会員であり、技師会として独自の判断ができない点と傷害保
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障などの点においても会主導での協力ができないことから、登録はしないこ

ととした。	 

	 

2．平成 24 年度第 2回通常総会議案書について	 

標記議案書を別紙資料の通りとする提案があり、承認した。	 

	 

3．平成 24 年度第 2回通常総会の役員の選出について	 

標記総会役員の推薦を地区担当理事に依頼する提案があり、承認した。	 

なお、担当は北部（受付）で、議長：2名（中部、南部）、書記：2名（中部、

南部）、議事運営委員：3名（各地区）、議事録署名人：2名（中部、南部）	 

	 

4．平成25年度第1回通常総会議案書について	 

平成25年度第1回通常総会の議案書の作成を最終3月末締め切りで依頼する

提案があり、承認した。	 

	 

5．法人移行の挨拶について	 

本年1月に法人移行したのを受け、各関係団体に法人移行の挨拶を挨拶状にて

行う提案があり、挨拶文を一部修正し承認した。	 

	 

	 経理部	 

1．予算案の答申について	 

予算委員会より平成25年度予算の答申が会長宛てにあり、宗川会長が承認し、

理事会で了承した。	 

	 

	 学術部	 精度管理担当	 

1．奈良県精度管理調査報告書のウエブアップについて	 

精度管理調査報告書を PDF 化し、精度管理参加施設のみが閲覧できる状態で

奈臨技ホームページにアップしダウンロードできるようにする提案があり、

承認した。	 

	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 5回精度管理推進委員会	 

日時：平成 25 年 3 月 28 日（木）18：30~	 

場所：天理よろづ相談所病院	 

議題：①次年度計画	 

②その他	 
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	 	 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 25 年 2 月 14 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議	 	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 内池	 敬男	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 延命	 孝也	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 議事録署名人	 	 上杉	 一義	 

	 

	 


