平成29年度第6回常任理事会議事録
日 時：平成29年12月11日（月）
18時30分 ～
20時00分
場 所：諫早総合病院 6階 研修室
司 会：丸田
出席者：丸田、南、望月、溝口、田中、池田、佐藤、森内、井手、伊藤
欠席者：佐藤

書

記：伊藤

＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
①長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞11月号」受領
②長崎国際観光コンベンション協会より「コンベンション開催補助金交付請求書」受領
⇒来週振込予定
③長崎県福祉保健部より「平成30年秋の叙勲及び賜杯並びに褒章受賞候補者の推薦について」受領
（審議事項）
④平成29年度院内感染対策講習会受講者の決定について
⇒永橋麻衣子技師（佐世保共済病院）
<日臨技関係>
①「平成30年度都道府県精度管理調査における日臨技精度管理調査試料（臨床化学）の使用について」受領
⇒長臨技は使用していないため、申請はなし
②「会費の送金について」受領
③「病棟業務に必要な能力開発実践研修会～臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上トレーニングの
ご案内と広報のお願い～」受領
④「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講率促進へのお願い」受領
⇒平成30年度 福岡県では1回のみの開催予定（9月）
・第65回日本医学検査学会事務局より「一般演題座長候補者推薦について（ご依頼）」受領
⇒輸血：松本玲子技師（長崎みなとメディカルセンター）
微生物：松尾由美技師（佐世保市総合医療センター）
・第65回日本医学検査学会事務局より「一般演題応募期間延長についてご案内とお願い」受領
⇒HP掲載済
・第65回日本医学検査学会事務局より「一般演題応募期間（再）延長についてご案内とお願い」受領
⇒HP掲載、メーリングリスト配信済
<九州支部関係>
なし
<各都道府県技師会関係>
・会報：①宮崎県 ②大阪府 ③福岡県 ④愛知県
・会誌：①長野県 ②東京都 ③群馬県
<その他>
①NTTコムより「2017年10月分領収証および2017年11月分請求書」受領
②auより「2107年10月分領収証および2017年11月分請求書」受領
③日本赤十字社より「赤十字NEWS11月号」受領
④九州臨床検査薬卸連合会「賀詞交歓会のご案内」受領
⇒平成30年1月11日（木）溝口副会長出席予定
⑤北村誠吾後援会事務所より「新年交歓会のご案内」受領（審議事項）
⇒平成30年1月13日（土）13：00～ 佐世保玉屋7階文化ホール
⑥大分県立看護科学大学大学院より「学生募集要項」受領
⑦黒住医学研究振興財団より「平成30年度 福見秀雄賞及び小島三郎賞 推薦依頼」受領（審議事項）
⑧日本衛生検査所協会より「ラボ12月号」受領
<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30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平成29年度総合管理研修会・県医学検査学会開催案内、お弁当申込書
懇親会申込書 ④平成29年度長臨技ニューリーダー育成研修会開催案内 ⑤第23回輸血検査研修会のご案内
２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
11/30 までのアクセス数
11 月のアクセス数

138,946 回
856 回

・掲載
①平成 29 年 11 月部会案内
②第 67 回日本医学検査学会演題募集締切延長について
・削除
なし

３．経理部関係
入金：日臨技(H29 年度入会金 500x4 名)
\ 2,000
日臨技(H29 年度会費 5,000x4 名)
\ 20,000
賛助会員会費(1 社)
\ 20,000
認定心電検査技師資格更新研修会(10/20) 戻り金
\ 36,696
平成 29 年度日臨技九州支部医学検査学会実務員宿泊費仮払金 \ 476,280
平成 29 年度日臨技九州支部医学検査学会懇親会(10/21)参加費 \ 1,275,000
平成 29 年度日臨技九州支部医学検査学会仮払金
\ 3,000,000

出金：H29 年度検査と健康展 診療所開設許可申請料
\ 18,000
H29 年度検査と健康展 道路使用許可申請料
\ 2,400
第 5 回常任理事会 交通費・日当 (9 名)
\ 22,230
事務用品（インク、コピー用紙）
\ 1,704
検査と健康展チラシ アミューズ企画
\ 48,600
平成 29 年度日臨技九州支部医学検査学会懇親会費(10/21)
\ 2,667,631
事務用品（プリンターインク）
\ 8,640
H29 年度検査と健康展 事前レクチャー行動費
\ 3,980
H29 年度検査と健康展 健康相談料（2 名）
\ 77,959
H29 年度検査と健康展 交通費・日当（78 名分）
\ 189,440
H29 年度検査と健康展 公民館暖房費
\ 3,100
H29 年度検査と健康展 弁当代(500x81)
\ 40,500
H29 年度検査と健康展 消耗品費（プリンターインク、マスク等）
\ 6,787
H29 年度検査と健康展 （お茶等）
\ 6,178
KDDI
\ 9,997
H29 年度検査と健康展 会場設営費（日工）
\ 756,000
NTT コム
\ 12,540
NTT コム
\ 5,054

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病理検査研修会 終了報告書等メール審議済み → 日臨技提出用決算書審議へ
③第 23 回輸血検査研修会 → 日臨技へ推進事業申請
④ニューリーダー研修会 → 日臨技へ推進事業申請
⑤平成 29 年度北地区冬季研修会 → 日臨技へ推進事業申請

⑥平成 29 年度総合管理研修会 → 日臨技へ推進事業申請
⑦県医学検査学会号について
５．渉外・組織部関係
会員動向 11/1 ～ 11/30
新入会
なし
再入会
なし
転入(1名)
に た ば る

はる か

710722：仁田原 晴香（岡山県、福岡県 → 自宅会員）
転出
なし
退会(1名)
はしもと

て つ お

420456：橋本 哲雄(社会医療法人 健友会 上戸町病院)
連絡責任者変更(1施設)
9420015：社会福祉法人 十善会病院
尾下 素子 → 松林 智江子
氏名変更(1名)
わたなべ

ち あ き

708961：永尾 千秋 → 渡辺 千秋
新規施設
なし
連絡事項：11月分の会費納入状況について
６．地区関係
南地区： なし
中地区：冬季総合研修会

2/17 長臨技より田中理事が出席予定

北地区：冬季総合研修会 1/20 長臨技より南副会長が出席予定
離島地区：特になし

審議事項
１．総務関係
①各賞受賞候補者の推薦について（継続審議）
⇒後日、メール審議
②平成 30 年秋の叙勲及び賜杯並びに褒章受賞候補者の推薦について
⇒今回は見送り
③北村誠吾後援会事務所 新年交歓会出席について
⇒1 月 13 日（土）伊藤総務局長出席予定
④平成 30 年度 福見秀雄賞及び小島三郎賞 推薦依頼について
⇒今回は見送り
⑤九州支部幹事会出席者について

⇒平成 30 年 2 月 17 日（土）丸田会長、南副会長、池田学術部長、森内組織事業部長

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病理検査研修会 日臨技提出用決算書について
⇒承認
②HLA 研修会日当・交通費支払いの件について(生理スキルアップセミナーも？)

５．渉外・組織部関係
特になし

６．その他
特になし

７．発送作業日

平成

29年 12月

21日（木） 予定

８．平成29年度 第7回 常任理事会
会 場：諫早総合病院
日 時：平成 30年 1月 18日（木） 18：30～

出席予定

