平成29年度第5回常任理事会議事録
日 時：平成29年11月16日（木）
18時30分 ～
20時30分
場 所：諫早総合病院 6階 大会議室
司 会：南
出席者：南、望月、溝口、田中、池田、佐藤、森内、井手、伊藤
欠席者：丸田

書

記：佐藤

＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
①長崎県医師会より「ながさき治験ネットワーク 第7回ながさ治験交流会 開催について（ご案内）」受領
⇒発送済
②佐世保市保健福祉政策課より「診療所開設許可証の送付について」受領
<日臨技関係>
①「法律改正報告会、賀詞交歓会、日臨技情勢報告会並びに全国幹事連絡会議の開催について(通知)」受領
（審議事項）⇒平成30年2月2日（金）3日（土）（12/15連絡締切）
②「平成30年 賀詞交歓会の開催について（ご案内）」受領
⇒平成30年2月2日（金）16：00～17：30 都市センターホテル コスモスホール
③「各賞受賞候補者の推薦について（依頼）」受領（審議事項）
⇒平成30年2月9日締切：必着
④「永年職務精励者表彰 該当候補者について（お知らせ）」受領
⇒14名が該当 以下に氏名のみ記載
⇒宇佐美章、堀田三千代、西川恵子、松田加代子、池田佳会、谷口智子、柳原洋恵、古賀路子、田中智恵美
烏山貞俊、若杉淳司、川﨑昭子、矢野真美、寺坂正樹
⑤「臨床検査技師 広報用領布品の取り扱いについて（通知）」受領
⑥「平成30年度会費について（依頼）」受領
⇒総務局で対応（12月1日～20日：県会費免除者設定）
⑦「会費の送金について」受領
⑧「平成29年度 生涯教育推進研修会助成金の送金について（通知）」受領
⑨「医療安全推進週間広報について（依頼）」受領
⑩「会員施設実態調査並びに会員意識調査実施への協力について（周知のお願い）」受領
⑪「入会申込書（写）」受領
<九州支部関係>
なし
<各都道府県技師会関係>
・会報：①福岡県 ②大阪府 ③群馬県 ④神奈川県 ⑤愛知県 ⑥滋賀県
・会誌：①新潟県
<その他>
①日本衛生検査所協会より「ラボ11月号」受領
②日本臨床検査薬協会ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委員会より「平成29年度ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ九州地区委員会開催のご案内」受領
（審議事項）⇒平成30年1月11日（木）14：00～16：00 JR博多シティ会議室（10階大会議室）
<慶弔>
事前連絡なし
<発送作業>
佐世保中央病院 発送作業 （11月07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輸血新聞会員施設実態調査並びに会員意識調査実施への協力について
④九州支部卒後教育研修会（臨床生理部門）のご案内 ⑤平成29年度認知症対応力向上講習会B（熊本県）
⑥検査と健康展チラシ

２．システム関係

＜長臨技ホームページ関係＞
10/31 までのアクセス数
9 月 10 月のアクセス数

138,090 回
1,970 回

・掲載
①平成 29 年 10 月部会案内
②平成 29 年度 9 月速報
③平成 29 年度第 4 回常任理事会議事録
④平成 29 年度長崎県一般検査研修会・生理検査研修会 案内
⑤平成 29 年度九州支部卒後研修会 血液・生理部門 案内
⑥求人情報（京町内科病院）
⑦「日本病院会雑誌」への広告掲載に関する周知のお願い
⑧「会員意識調査」並びに「会員施設実態調査」実施方法変更への協力と周知について
・削除
①求人情報（佐世保市総合医療センター・柿添病院）
②平成 29 年度長崎県病理細胞検査研修会 案内

３．経理部関係
入金：長臨技入会金（1 名）
長臨技会員会費（1 名）
預金利息 郵便貯金
日臨技助成金
賛助会員会費(1 社)
出金：NTT コム
NTT コム
総務局への仮払金
佐世保市法人市民税(4 年度分)
検査と健康展(11/26)公民館使用料
九州支部学会実行委員会 交通費・日当(17 名分)
平成 29 年度一般検査研修会(12/9) 仮払金
平成 29 年度生理検査研修会(12/16) 仮払金
平成 29 年度日臨技九州支部医学検査学会実務員宿泊費
事務用品（ペン、セロテープ、コピー用紙など）
おおむら健康・福祉祭り(10/15) 行動費 8 名分
おおむら健康・福祉祭り(10/15) 弁当・お茶代
平成 29 年度日臨技九州支部幹事会行動費 今村顧問
平成 29 年度日臨技九州支部幹事会（7 名分）
長臨技半期決算会計監査行動費（3 名）
KDDI
地域ニューリーダー育成講習会に係る宿泊代（井手理事）
佐世保市法人市民税延滞金
平成 29 年度前期決算理事会 交通費・日当（13 名）
NTT コム
NTT コム
・賛助会費入金 1 社あり
賛助会費残り 12 社、広告費残り 1 社
４．学術部関係
①生涯教育研修制度・自己申請書 3 通受領 → 日臨技へ登録済み
②対馬地区研究会 → 日臨技へ登録済み

\ 500
\ 5,000
\ 26
\ 76,000
\ 20,000
\ 12,540
\ 5,054
\ 100,000
\ 195,800
\ 23,280
\ 67,370
\ 50,000
\ 50,000
\ 476,280
\ 13,117
\ 10,720
\ 4,600
\ 2,200
\ 42,000
\ 5,920
\ 10,170
\ 25,000
\ 9,100
\ 36,420
\ 12,540
\ 8,834

③県医学検査学会一般演題 1２題 抄録査読依頼中
④病理検査研修会 終了報告書等受領 → メール審議
⑤生理スキルアップセミナー 終了報告書等受領 → 審議へ
⑥ニューリーダー研修会 事業計画書等受領 → 審議へ
⑦ＨＬＡ研修会 終了報告書 → メール審議
⑧輸血研修会 事業計画書 → メール審議
５．渉外・組織部関係
会員動向 10/1 ～ 10/31
新入会（5名）
にし

285720：西
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智加子 自宅会員
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720955：藤山

仰

みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家

286083：横川 純子 佐世保共済病院
721016：吉田 真之 長崎県上対馬病院
721054：鈴木

瞭

自宅会員

再入会
なし
転入
なし
転出（1名）
よ ね だ

ゆ う や

719792：米田 祐也 （→福岡県：独立行政法人

国立病院機構九州がんセンター）

退会
なし
連絡責任者変更
なし
氏名の変更（3名）
にし

ち

か

こ

285720：天野 智加子 → 西 智加子 自宅会員
やまもと

とし え

あゆかわ

ひ ろ み

424397：上村 寿枝

→ 山本 寿枝

株式会社 ラボテック

703229：武内 裕美

→ 鮎川 裕美 独立行政法人地域医療機能推進機構諌早総合病院

新規施設
なし
会員名簿作成中
６．地区関係
南地区：冬季研修会（2/17）開催予定
中地区：冬季研修会（2/10）開催予定
北地区：冬季研修会（1/20）佐世保市総合医療センターで開催予定
内容：一般演題3題、特別講演予定

離島地区：特になし

審議事項
１．総務関係
①改正報告会、賀詞交歓会、日臨技情勢報告会、全国幹事連絡会議の開催について
⇒丸田会長、南副会長参加予定（2/2～3）
②各賞受賞候補者の推薦について
⇒優秀論文賞、特別奨励賞について該当者を選出する
③平成 29 年度プロモーション九州地区委員会出席者について
⇒1/11（木）溝口副会長出席予定
④結核奨励賞受賞候補者の推薦について
⇒山田奈月技師（佐世保市総合医療センター）を推薦予定

２．システム関係
特になし

３．経理部関係
①九州支部学会 決算
⇒・スタッフへは行動費、日当を支払う
（案：日当3,000円/日、行動費南地区0円、中地区1,000円、北地区2,000円、離島3,000円）
・北村さんへの謝金（丸田会長と相談）
４．学術部関係
①生理スキルアップセミナー 終了報告書等
⇒承認
②総合管理研修会について
⇒開会挨拶：溝口副会長
「水戸塾」・「日臨技補償制度と最近の事故例」司会：溝口副会長
閉会挨拶：望月副会長
③県医学検査学会について
⇒開会挨拶：溝口副会長
特別講演司会：望月副会長
閉会挨拶：望月副会長
懇親会司会：三浦理事
休憩は 10 分で行う
※学会誌は 12/18 佐世保中央病院着予定
④ニューリーダー研修会について
⇒2/24（土）開催予定
事業計画書・予算書（承認）
募集人員は15～20名程度が妥当だと思うので20名で募集をかける
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
⇒・ABIは5台体制で行う
⇒・11/14（火）に認知症検査の事前レクチャーを実施した
日和田氏の当日分謝金・交通費を支出する
⇒・前日に準備とビラ配りを予定
・当日は9:00集合
・搬出は16:00くらいを予定
７．発送作業日

平成

29年 11月

30日（木） 予定

８．平成29年度 第6回 常任理事会
会 場：諫早総合病院
日 時：平成 29年 12月 11日（月） 18：30～

