平成29年度第3回常任理事会議事録
日 時：平成29年8月7日（月）
22時00分 ～ 23時00分
場 所：諫早総合病院 6階 腎臓病教室
司 会：丸田
書 記：佐藤
出席者：丸田、南、望月、溝口、田中、池田、森内、佐藤圭、井手、伊藤
欠席者：なし
＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
①長崎県看護協会より「平成29年度長崎県看護学会学術集会開催について（ご案内）」受領
⇒平成29年8月19日（土）9：00～ながさき看護センター 溝口副会長出席予定
②長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞7月号」受領
③長崎県福祉保健部より「第46回医療功労賞 候補者の推薦について（依頼）」受領（審議事項）
⇒提出期限：平成29年9月21日（木）
④長崎県保険医協会より「総会決議と祝電のお礼」受領
⑤長崎県保険医協会より「2018年診療報酬・介護報酬改定に向けた保団連要求」受領
<日臨技関係>
①「支部学会におけるe-ラーニング体験コーナー設置について」受領
②「会費の送金について」受領
③「都道府県技師会専用会員管理システムの一時停止のお知らせ」受領
④「会費の送金について」受領
⑤「一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 平成29年度定時総会 議決権行使書回収について」受領
⑥「平成29年度定時総会議決権行使書手数料の送金について（通知）」受領
⑦「e-ラーニング本稼働について（お知らせ）」受領
⑧「平成29年度定時総会資料」受領
⑨「永年職務精励者表彰該当者名簿」受領
⑩「第32回世界医学検査学会記念誌謹呈について」受領
⑪「平成29年度 都道府県技師会リーダー育成研修会の開催について（依頼）」受領（審議事項）
⇒締切：平成29年8月18日（金）
⑫「地域ニューリーダー育成研修会の受講申請及び推薦について（依頼）」受領（審議事項）
⇒申込締切：平成29年9月29日（金）
⑬「会費の送金について」受領
⑭「医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会（多職種業務を知る）企画担当者研修会の
受講申請及び推薦依頼について」受領（審議事項）
⑮「臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会B 関連資料等送付のご案内」受領
⑯「入会申込書（写）」受領
⑰「検体採取用シュミレータパンフレット等 送付のご案内」受領
・第1回CVT九州連絡会より「第1回CVT九州連絡会開催の後援のお願い」受領
⇒後援承諾 案内発送予定
<九州支部関係>
なし
<各都道府県技師会関係>
・会報：①神奈川県 ②愛知県 ③宮崎県 ④群馬県 ⑤大阪府 ⑥福岡県
・会誌：①宮城県 ②新潟県
・役員就任挨拶状：①石川県 ②新潟県
・平成29年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会（第54回）におけるアンケート調査について
⇒HP 掲載済
<その他>
①長崎新聞とっとって編集部より「掲載紙送付のご案内」受領
⇒長崎大学病院検査部 村田美香技師 掲載

②大分県立看護科学大学より「平成30年度大学院看護学研究科博士課程学生募集要項の送付について」受領
③日本赤十字社より「赤十字NEWS7月号」受領
④日本衛生検査所協会より「ラボ7月号」受領
⑤auより「2017年6月分領収証および2017年7月分請求書」受領
⑦NTTコムより「2017年6月分領収証および2017年7月分請求書」受領
⑧株式会社エス・ティー・ワールドより「暑中見舞いはがき」受領
⑨社会保険出版社より「エイズ・感染症予防冊子のご案内」受領
⑩満喜株式会社より「公益・一般法人セミナー 案内」受領
⑪日本衛生検査所協会より「ラボ8月号」受領
<慶弔>
北地区：久住呂由香技師（佐世保中央病院）御尊父様 逝去（弔電済）
宮崎県臨床検査技師会 日髙会長 御母堂 逝去（弔電済）
<発送作業>
佐世保中央病院 発送作業 （7月27日 丸田会長、伊藤、佐世保中央病院スタッフ）
①長臨技速報 ②輸血新聞 ③ピペット配布協力施設登録のお願い
④文化講演チラシ ⑤文化講演チラシ差し替えのお願い

２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
7/31 までのアクセス数
7 月の月間アクセス数

135,056 回
1,208 回

・掲載
①平成 29 年度 7 月速報
②平成 29 年度第 2 回常任理事会議事録
③求人案内（みさかえの園・佐世保市総合医療センター）
④平成 29 年度新人技師育成宿泊研修会 案内
⑤平成 29 年度関甲信支部・首都圏支部医学検査学会アンケート依頼
・削除
①求人案内 （佐賀県医療センター好生館・独立行政法人宮城県立病院機構）
３．経理部関係
入金：日臨技(H29 年度入会金 500x9 名)
\ 4,500
日臨技(H29 年度会費 5,000x9 名)
\ 45,000
共有化事業費(12,000x1 施設)
\ 12,000
賛助会員会費(23 社)
\ 460,000
広告費(1 社)
\ 50,000
平成 29 年度 第 1 回九州支部内連絡会議行動費戻り金(2 名) \ 17,600
総務局より仮払い戻り金
\ 18,055
出金：九州支部学会コア会議・第 2 回常任理事会 交通費・日当 (10 名)
\ 26,210
平成 29 年度 第 1 回九州支部内連絡会議行動費(6 名) (7/8) \ 102,000
お中元（配送依頼：テクノスズタ、温仙堂、正晃 発送作業：佐世保中央病院）
\ 40,200
切手代 82 円 X50 枚
\ 4,100
総務局への仮払い
\ 100,000
事務用品（プリンターインク）(4/18)
\ 2,164
3 月分定期発送(4/20)
\ 37,934
4 月分定期発送(5/23)
\ 16,786
事務用品（A4 コピー用紙）(5/25)
\ 1,485
52 円切手 40 枚(5/26)
\ 2,080
祝電 五島中央病院 津田慎太郎技師(6/12)
\ 2,764

振込手数料(6/12)
事務用品（製本テープ）(6/12)
5 月分定期発送(6/15)
事務用品（A4 コピー用紙）(6/28)
KDDI
九州支部学会コア会議 交通費・日当 (9 名)
事務用品（インク代）
NTT コム

\ 540
\ 432
\ 16,275
\ 1,485
\ 7,792
\ 22,230
\ 1,188
\ 32,170

・データ標準化事業入金状況

４．学術部関係
①生涯教育研修制度・自己申請書1通受領 → 日臨技へ登録済み
②生理検査研究班より研修会事業計画書等受領 → 審議へ
③輸血検査研究班より研修会事業計画書等受領 → 審議へ
５．渉外組織部関係
会員動向 7/1～7/30
新入会 （6名）
は な だ

か

な

714006：花田 加奈（自宅会員）（7/18）
なかむら

とし き

く ろ だ

た く や

719986：中村 俊貴（医療法人光佑会 北川病院）(7/18)
720510：黒田 拓也（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）(7/18)
かけはし

つよし

たちかわ

まど か

なかやす

まさ ひろ

720523： 梯

剛 （自宅会員）(7/18)

720612：立川 円香（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）(7/21)
720540：中安 将大（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）(7/31)
再入会
なし
転入
なし
転出
なし
退会
な か お

ま

り

707357：中尾 麻里（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）(7/25)
連絡責任者変更(3施設)
9420221：医療法人光佑会 北川病院 検査室
なし → 中村 俊貴
9420231：長崎大学病院 病理診断科・病理部
なし → 平山 三国
9920022：長崎医学中央検査室 五島ラボ
橋本 将洋 → なし
氏名変更(1 名)
すぎもと

あや か

斉藤 綾夏 → 杉本 綾夏
新規施設
なし
・会員名簿調査依頼文書作成中で次回発送予定
・2017年度賛助会員費・広告費 振込状況
賛助会員：オーソ申し込みあり
富士レビオ7/31広告入金あり
６．地区関係
南地区： 特になし

中地区： 特になし
北地区：

2018年1月20日（土）冬季研修会開催予定

離島地区：特になし

審議事項
１．総務関係
①第 46 回医療功労賞 候補者の推薦について
⇒該当なし
②平成 29 年度 都道府県技師会リーダー育成研修会の開催について
⇒平成 30 年 2 月 24 日（土）開催予定
企画担当者：佐藤理事、森内理事、田中理事
③地域ニューリーダー育成研修会の受講申請及び推薦について
⇒井手理事を推薦
④医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会（多職種業務を知る）企画担当者研修会の
受講申請及び推薦依頼について
⇒継続審議（候補者：三浦理事）
⑤新人技師育成宿泊研修会について
⇒8/26（土）、27（日）で開催予定。
受講者24名（男性7名：女性17名）
講師宿泊者2名
役員出席者：丸田会長、南副会長、望月副会長、溝口副会長、森内理事
池田理事、佐藤理事（会計も兼任）、三浦理事
参加費：7000円（新人研修参加者）
懇親会費：5000円（理事・講師）

２．システム関係
特になし

３．経理部関係
特になし

４．学術部関係
①生理検査研究班研修会開催について
⇒予算書ないため次回審議
②県医学検査学会演題募集案内文書について
⇒「他学会で発表した演題はご遠慮ください」の一文は記載するか→記載しない
③輸血検査研究班研修会開催について
⇒HLA研修会開催予定（10/22）

５．渉外・組織部関係
特になし

６．その他
①検査と健康展について
⇒11月26日（日）開催予定で佐世保市中央公民館使用許可
生化学、輸血が企画未提出
来月には会場レイアウト作成予定
後援依頼について：長崎県、佐世保市、長崎県医師会、佐世保市医師会、長崎県看護協会は依頼済み。
佐世保市教育委員会は専用のフォーマットのため後日依頼する。
診療所関係：（担当医）長崎大学 宇野直輝 先生

７．発送作業日

平成29年

8月 30日 （水） 予定

８．平成29年度 第4回 常任理事会
会 場：諫早総合病院
日 時：平成 29年 9月 12日（火） 18：30 ～

