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一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 平成 25 年度第 7 回通常理事会議事録	 

	 

開催日時：平成 25 年 11 月 14 日（木）18:30～21:15	 

開催場所：県立医科大学附属病院	 中央臨床検査部技局	 

出 席 者：今田、岡山、内池、林田、高田、内間、岸森、梅木、河野、延命、久保、

吉村、西岡、横山、苗加、上杉、篠浦理事、山口監事	 

欠 席 者：宗川理事	 

	 

Ⅰ	 議事録の確認	 

1．「平成 25 年度第 6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 10 月 10 日から平成 25 年 11 月 13 日）	 

1．平成 25 年度第 6回通常理事会：10 月 10 日（木）／県立医科大学附属病院	 

宗川、岡山、内池、林田、高田、内間、岸森、梅木、河野、延命、久保、	 

吉村、西岡、苗加、上杉、篠浦	 

2．がん検診を受けよう奈良県民大会：10 月 10 日（木）／奈良県新公会堂	 宗川、

内池、西岡	 

3.	 平成 25 年度公開講演会講師派遣依頼：10 月 11 日（金）／天理よろづ相談所

病院	 岡山	 

4．橿原ふれあいいきいき祭：10 月 13 日（日）／万葉ホール	 宗川、内池、横山、

梅木、久保、上杉、西岡、岸森、篠浦	 

5．第 3回精度管理事業推進委員会：10 月 17 日（木）／天理よろづ相談所病院	 今

田、河野	 

6．全国検査と健康展：10 月 19 日（土）／県立橿原公苑陸上競技場	 西岡、横山、

上杉、岡山、篠浦	 

7．日臨技近畿支部・支部内連絡会議、近畿臨床検査技師会理事会：10 月 19 日（土）

／福井フェニクスプラザ	 宗川、今田、内池	 

8．世界糖尿病デ－×20日ならウォ－クイベント：10月20日（日）／奈良市中央体育

館	 岡山、横山、延命、内間	 	 

9．第 5 回検査研究部門運営会議：	 10 月 22 日（火）天理よろづ相談所病院	 今

田	 	 

10．平成 25 年度第 2回奈良県臨床検査協議会実務委員会：10 月 24 日（火）／天

理よろづ相談所病院	 北別館第 2会議室	 今田、梅木、久保、岸森	 

11．平成 25 年度新入・一般研修会とアウトドア同好会合同企画レクリエーション：	 	 	 	 	 

10 月 27 日（日）／和歌山マリーナシテイ	 宗川、岡山、内池、苗加、延命、

高田、河野、久保、岸森	 

12．平成 25 年度選挙管理委員会、役員推薦委員会合同会議：10 月 29 日（火）／	 
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天理よろづ相談所病院	 内池	 

13．第24回桜井市民健康まつり：11月10日（日）/桜井市芝運動公園グランド	 

	 	 横山、岡山、上杉、吉村、篠浦、岸森	 

14．第 33 回近畿地区臨床検査大会：11 月 11 日（月）／シェラトン都ホテル大阪	 

宗川	 

	 

	 以上の行動報告を、承認した。	 

	 

Ⅲ	 役員等派遣報告	 

1．がん検診を受けよう奈良県民大会：10 月 10 日（木）／奈良県新公会堂	 宗川、

内池、西岡	 

2.	 平成 25 年度公開講演会講師派遣依頼：10 月 11 日（金）／天理よろづ相談所

病院	 岡山	 

3．橿原ふれあいいきいき祭：10 月 13 日（日）／万葉ホール	 宗川、内池、横山、

梅木、久保、上杉、西岡、岸森、篠浦	 

4．全国検査と健康展：10 月 19 日（土）／県立橿原公苑陸上競技場	 西岡、横山、

上杉、岡山、篠浦	 

5．日臨技近畿支部・支部内連絡会議、近畿臨床検査技師会理事会：10 月 19 日（土）

／福井フェニクスプラザ	 宗川、今田、内池	 

6．世界糖尿病デ－×20日ならウォ－クイベント：10月20日（日）／奈良市中央体育

館	 岡山、横山、延命、内間	 	 

7．第24回桜井市民健康まつり：11月10日（日）/桜井市芝運動公園グランド	 

	 	 横山、岡山、上杉、吉村、篠浦、岸森	 

8．第 33 回近畿地区臨床検査大会：11 月 11 日（月）／シェラトン都ホテル大阪	 

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 3回精度管理事業推進委員会：10 月 17 日（木）／天理よろづ相談所病院	 	 

2．第 5回検査研究部門運営会議：	 10 月 22 日（火）天理よろづ相談所病院	 	 

3．平成 25 年度選挙管理委員会、役員推薦委員会合同会議：10 月 29 日（火）／	 

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	 

	 	 事務局	 
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1．平成 26 年・27 年度役員改選について	 

次期役員選出のスケジュールについて、選挙管理委員会および役員推薦委員会

の合同会議が開き討議した。	 

2．平成 26 年度事業計画について	 

	 	 標記事項について、予算案とともに各部署で作製願いたい。	 

3．「医療安全推進週間」の実施について	 

	 	 	 奈良県医療政策部より、標記の啓発・普及活動への協力依頼があった。期間は

11月24日～30日までとし、会員施設でのポスター（別紙資料：ホームページ

よりダウンロード可）掲示とした。	 

4．庶務部会について	 

10 月 31 日（木）奈臨技ニュース 2013 年 11 月第 234 号、ひろはま壮チラシを

送付した。	 

5．奈臨技 IT 委員会	 

10 月 25 日（金）：平成 25 年度日臨技近畿支部血液検査研修会案内を掲載した。	 

11 月 1 日（木）：奈臨技ニュース 2013 年 11 月第 234 号を掲載した。	 

6．会員の移動について	 

	 〔正会員数〕535 名	 （平成 25 年 11 月 7 日現在）新入会累計	 21 名	 

新入会	 0 名	 	 	 再入会者	 1 名	 

変更者	 0 名	 （転入 0名、転出 0名、）	 	 	 

退会者	 0 名	 	 	 	 

事務局経理部	 

1．会計処理について	 

税理士千足氏と来年度予算および 10 月会計の確認、桜井税務署への提出用書

類の作製等の打ち合わせを行った。	 

2．予算委員会開催について	 

答申までのスケジュールは以下の通りである。	 

Ｈ25	 11 月 14 日（木）第 1回	 基本方針・補正予算	 

Ｈ25	 12 月 12 日（木）第 2回	 予算案受付	 

Ｈ26	 1 月 11 日（土）	 第 3回	 予算案審議	 

Ｈ26	 2 月 13 日（木）	 第 4回	 最終調整・答申	 

	 学術部	 検査研究部門担当	 	 

1．第 31 回奈良県医学検査学会について	 

学会講演者の選出と学会までのスケジュールの確認を行った。	 
学術部	 精度管理担当	 

1．精度管理事業と長期精度管理事業の参加受付について	 

精度管理事業と長期精度管理事業の参加受付はそれぞれに行っていたが、施

設内での申請の簡略化と、長期精度管理も同時に参加について考えて頂き、

参加しやすくなるように、次年度から同時に案内・受付することとする。な
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お、参加費は各事業ごとに設定、記載して受け付ける。	 

2．今年度の精度管理事業の進捗状況と問題点について	 

施設別報告書を公開後、各部門から問題点が挙げられた。	 

①細胞診：正当率の低い問題については検討会で正解あり、なしを決定する

こととした。画像の質が悪いという指摘があった。	 

②微生物：報告書に M4（同定結果）の結果が一定期間載せられなかった。	 

③輸血：不規則抗体スクリーニングの T2 で陽性と陰性で結果が分かれた。	 

	 	 	 	 	 	 	 →センターからの血漿を使用しており、通常は陰性であるが、わずか

	 	 に冷式抗体が入っため陽性が出た。	 

④一般：フォトサーベイの No.10 は問題不適切のため正解なしとなった。回

答しないようにメールで連絡したが 36 施設中 14 施設が回答した。	 

⑤生化学、血液等の定量部門：明らかに異常なデータについての対策として

サーベイの締め切り後、なるべく早く血液と生化の委員だけで会議を設け、

各施設に連絡する体制をとりたい。可能なら試料をもう一度発送し、測定し

直してもらうようにしたい。生化学は来年実施する方向で案内文にもアナウ

ンスを入れる予定。	 

	 

学術部	 生涯教育担当	 

1.	 特になし	 

	 渉外部	 

	 1.	 公開講演会講師依頼について	 

岡山副会長に依頼し、講演講師の天理よろづ相談所病院	 心臓血管外科副部長	 

仁科	 健先生と病院院長	 太田先生に接見し、講師依頼と講師派遣依頼を行い

承諾を得た。	 

標記講師依頼と	 

地域保健事業部	 

1．橿原市ふれあい・いきいき祭り開催報告	 

10 月 13 日（日）にかしはら万葉ホールにて開催された標記イベントに協力を

行った。当会での協力内容は、前年と同様に血糖測定、位相差顕微鏡による

血球観察、頚動脈エコー、医師による医療・検査相談など、健康への啓発を

目的とした。来場者は約 300 名で、例年同様多くの市民の方が来られ、終了

時間まで途切れることなく検査を実施した。また、今年度は医療・検査相談

も多くあり、主な相談内容としては、食後の高血糖や頸動脈エコーの評価な

どであった。実務委員は 20 名（医療検査相談は当会顧問の山崎	 正晴先生と、	 

松尾	 収二先生）で、協力メーカーはニプロ株式会社、アボットジャパン株式

会社（血糖自己測定器）、日立アロカメディカル株式会社（超音波診断装置）

であった。	 

2．世界糖尿病デー×20 日ならウォークイベント開催報告	 
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10 月 20 日（日）に奈良市中央体育館において開催された標記イベントに奈良

市保健所からの依頼のもと、簡易血糖測定を担当し（検査数 100 名）、協力を

行った。当日はあいにくの雨であったが、体育館の中で血圧測定、簡易血糖

測定、簡易歯周病検査、体力測定、ミュージックエアロビクス、健康講座、

室内ウォーキングなどが行われた。地域保健事業部としては、多くの市民が

集う自治体や保健所などが行う公益事業に積極的に参加協力を行い、健康へ

の啓発と技師会のアピールを今後も行っていきたい。実務委員は 5 名、協力

メーカーはニプロ株式会社、アボットジャパン株式会社（血糖自己測定器）

であった。	 

	 地域保健事業部公衆衛生関連	 

1．全国検査と健康展開催報告	 

日臨技の推進事業である全国検査と健康展を 10 月 19 日（土）橿原公苑陸上

競技場において、実務委員 9 名（健康相談は当会顧問の山崎	 正晴先生）にて

開催した。内容は、血糖、血管年齢、骨密度、病理標本鏡顕、健康相談、パン

フレット配布、パネル展示を行い、臨床検査と健康維持の啓発を行った。	 

あいにくの小雨まじりの中であったが、リレーフォーライフジャパンのイベン

トの参加者も立ち寄り、約100名の方に検査を体験して頂いた。幟を用いた技

師会のアピールも行えた。	 

組織法規部	 

1．平成 25 年度奈臨技新入・一般研修会について	 

福利厚生部との合同研修会を 10 月 27 日（日）に参加者 24 名（奈臨技会員

21 名）にて実施した。山本慶和日臨技執行理事を講師として	 1.日臨技の概

要 2.主な日臨技事業の紹介	 3.日臨技からの情報伝達手段 4.その他	 につい

ての講義を行った。	 

福利厚生部	 

1．傷害賠償保険について	 

検査と健康展、20 日ならウォーク、桜井市健康祭りの傷害賠償保険に、加入

と名簿を堤出した。	 

	 広報部	 

1．奈臨技ニュースについて	 

11月に第234号を発行した。	 

	 地区担当部	 

1．慶弔について	 
弔電1件：1月12日	 
祝電1件：11月3日	 

臨床検査データ標準化委員会	 

1. 長期精度管理調査について	 
血液試料の管理血球が高額となったため来年度は本年度と同様の調査は実施
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しない。血液の長期精度管理については今後検討する。	 

	 奈良県臨床検査協議会	 

1． 特になし 
	 

	 以上の経過報告を、承認した。	 

	 

Ⅵ	 会計報告	 

1．10月分の収支状況について	 

10月分の収支状況の提示があり、承認した。	 

	 

Ⅶ	 議題	 	 

	 事務局	 

1．奈良県臨床検査技師会退会届けについて	 	 

従来は日臨技と同時に入退会の処理していたため、当会独自の退会届出用紙

が規程されていなかった。今回、別紙資料の書式を作製したので、今後公式

な書式として使用する提案があり、承認した。なお、運用は事務局での用紙

管理とホームページを用いて、日臨技同時加入を推奨するとともに退会用紙

のダウンロードができるように整備を行う。	 

	 

2．役員改選について	 

平成 26・27 年度の役員定数について討議依頼があり、本年度は地区担当理事

が不足していたため 1名増員の理事 19 名として、承認した。	 

	 

3．役員改選についての公示とスケジュールについて	 

平成26・27年度の役員改選公示文とスケジュールの提案が別紙資料にてあり、

承認した。なお、公示は奈臨技ニュースにて行うこととした。	 

	 

4．交礼会について	 

	 	 例年通り、1月の理事会後に役員、役員 OB、顧問等による交礼会を開催する

提案があり、承認した。開催場所は事務局から次回提案することとした。	 

 
	 学術部	 
1．第12回近畿SMBGセミナーについて	 
近畿技師会持ち回りで開催している標記セミナーの開催形態について、単独
メーカー（ニプロ株式会社）の後援事業を奈臨技主催で行うことの良否を討
議する依頼があった。学術部としては、このような単独メーカーの後援事業
を断ってきた経緯もあるが、学術的に良好なセミナーであり、例年糖尿病療
養指導師のための研修会を十分には行えていないなど、奈臨技として奈良県
で実施する意義は大きいなどの意見があり、これまで実施してきた地臨技の
意見も聞きながら、プロモーションコードなどの問題がなければ、実施する



	 7	 

方向で承認した。	 
	 

組織法規部	 

1．一般社団法人奈良県臨床検査技師会諸規程等の改訂について	 

平成 24 年 12 月に一般社団法人移行ともない、定款との整合性を意識し諸規

程を改訂（別紙資料）する提案があった。誤字脱字と体裁を定款に合わせた

のち、再度審議することとして、保留とした。	 

	 

Ⅷ	 会議、委員会等開催の申請について	 

1．第 6回検査研究部門運営委員会	 	 	 	 	 	 

	 	 日時：平成 25 年 12 月 3 日（火）18：30~	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 北別館館	 第 3会議室	 

	 	 議題：	 ①第 31 回奈良県医学検査学会について	 

	 	 	 	 	 	 ②その他	 

	 

2．第 3回精度保証施設認証委員会	 	 	 	 	 	 

	 	 日時：平成 25 年 11 月 22 日（金）18：30~	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 北別館	 第 1会議室	 

	 	 議題：	 ①精度保証施設申請の審査について	 

	 	 	 	 	 	 ②その他	 

	 

3．第 2回予算委員会	 

	 	 	 日時：平成 25 年 12 月 12 日（木）	 18：00~	 

	 	 	 場所：県立医科大学附属病院	 	 

	 	 	 議題：	 ①事業計画と予算について	 

	 	 	 	 ②その他	 

	 

4．第 3回奈臨技データ標準化委員会	 	 	 	 	 	 

	 	 日時：平成 25 年 11 月 22 日（金）18：30~	 

	 	 場所：天理よろづ相談所病院	 北別館館	 第１会議室	 

	 	 議題：	 ①長期精度管理について	 

	 	 	 	 	 	 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 25 年 11 月 14 日	 

一般社団法人	 奈良県臨床検査技師会	 
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	 	 	 	 	 	 	 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	 

	 


