平成29年度第7回常任理事会議事録
日 時：平成30年1月18日（木）
18時 30分 ～ 20時
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、森内、井手、伊藤
欠席者：佐藤

00分
書

記：伊藤

＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
①佐世保市役所より「償却資産申告書」受領
⇒該当する備品等なし
②長臨技 OB 会より「第 25 回長臨技 OB 会へのご案内と行程表」受領（審議事項）
⇒平成 30 年 3 月 25 日（日）～26 日（月）
⇒今回は日程の都合上、不参加とする
③長崎県医師会より「長崎県地域医療推進協議会における決議について」受領
④長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞12月号」受領
「クイズで考える私たちの医療 応募チラシ配布へのご協力のお願い」受領
⑤長崎県福祉保健部より「長崎県庁舎移転のお知らせ」受領
⑥長崎県医師会より「国民医療を守るための国民運動 国民に必要な医療・介護を提供するための適切な財
源確保等に関する意見書の提出について（報告）」受領
<日臨技関係>
①「会費の送金について」受領
②「平成 29 年度 生涯教育推進研修会助成金の送金について」受領
③「平成 30 年度都道府県技師会との関連事業（予定）について」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
⇒今年度の福岡開催は、9 月 16 日 17 日の 1 回のみ 参加申込受付中
⑤「e-ラーニング バリュー・レゾリューション広報ビデオ配布について（ご依頼）」受領
⇒各地区研修会、部会等でアナウンスを行う
・日本医学検査学会より「第 67 回日本医学検査学会の一般演題応募について（御礼）」受領
<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 ⑤神奈川県 ⑥群馬県 ⑦宮崎県
・会誌：①広島県
<その他>
①子宮頸がんを考える市民の会より「4月9日 子宮頸がんを予防する日 集中キャンペーン寄付のお願い」
受領（審議事項）⇒申込締切 2018年2月21日
②医歯薬出版㈱より「カレンダーおよびパンフレット」受領
③日本赤十字社より「日本赤十字社の血液事業紹介に係る会場使用について（お礼）」受領
④日本赤十字社より「赤十字NEWS12月号」受領
⑤東京都がん検診センターより「東京都がん検診センター細胞検査士養成所第40期生の募集について」受領
⑥NTTコムより「2017年11月分領収証および12月分請求書」受領
⑦九州医学技術専門学校より「第2回九州医学技術専門学校研究発表会ご協力について（お礼）」受領
⑧岡井正明税理士事務所より「平成29年分 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」受領
⑨日本衛生検査所協会より「ラボ1月号」受領
⑩auより「2017年12月分領収証および2018年1月分請求書」受領
<慶弔>
南地区：上平憲先生（前長崎大学病院検査部教授）ご逝去 弔電済
山口将太技師（長崎みなとメディカルセンター）御結婚 祝電済
中地区；山川彩技師（長崎医療センター）御母堂様ご逝去 弔電済

<発送作業>
佐世保中央病院 発送作業 （12月21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年度長崎県医学検査学会誌 ④平成29年度会員名簿
⑤病棟業務に必要な能力開発実践研修会 ⑥花粉飛散状況案内

２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
12/31 までのアクセス数
12 月のアクセス数

138,752 回
806 回

・掲載
①平成 29 年 12 月部会案内
②日本遺伝子分析科学同学院・遺伝子分析科学制度審議会 遺伝子分析科学認定士認定試験案内
③日本臨床検査医学会・日本臨床検査同学院共催認定試験 二級臨床検査士・緊急臨床検査士案内
④「会員意識調査」並びに「会員施設実態調査」実施期限延長案内
⑤第 54 回長崎県総合公衆衛生研究会 開催案内
⑥病棟業務に必要な能力開発実践研修会 開催案内
⑦平成 29 年度長臨技ニューリーダー育成研修会 開催案内
⑧求人案内 （佐世保中央病院・長崎大学熱帯医学研究所）
・削除
①平成 28 年度『全国検査と健康展』報告
②日本臨床検査医学会・日本臨床検査同学院共催 平成 29 年度認定資格試験案内
③第 53 回長崎県総合公衆衛生研究会 開催案内

３．経理部関係
入金：日臨技(H29 年度入会金 500x1 名)
日臨技(H29 年度会費 5,000x1 名)
平成 29 年度長崎病理細胞診検査研修会(9/30) 受講料
平成 29 年度長崎病理細胞診検査研修会(9/30) 戻り金
HLA 研修会(10/22) 戻り金
日臨技助成金

\ 500
\ 5,000
\ 49,000
\ 13,987
\ 26,601
\ 95,000

出金：H29 年度検査と健康展 電気使用量
\ 2,660
お歳暮（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
第 6 回常任理事会 交通費・日当 (9 名)
\ 24,330
第 23 回輸血検査研修会(1/28) 仮払金
\ 50,000
平成 29 年度長崎病理細胞診検査研修会(9/30) 講師謝金
\ 41,763
平成 29 年度長崎病理細胞診検査研修会(9/30) 交通費・日当 \ 13,300
平成 29 年度長崎病理細胞診検査研修会(9/30) テキスト
\ 22,750
平成 29 年度長崎病理細胞診検査研修会(9/30) 会場費
\ 7,200
事務用品（領収証 2 冊）
\ 669
事務用品（祝儀袋）
\ 108
KDDI
\ 6,520
H29 年度 会員名簿 900 冊 （アミューズ企画）
\ 362,880
H29 年度 長崎県医学検査学会号 No.161 900 冊 （アミューズ企画）
\ 248,400
HLA 研修会(10/22) 講師謝金
\ 11,137
HLA 研修会(10/22) 交通費・日当
\ 9,460
HLA 研修会(10/22) コピー用紙
\ 470
HLA 研修会(10/22) 雑費
\ 2,332

４．学術部関係
①HLA 検査研修会 → 日臨技へ決算書を提出 → 承認済み
②一般検査研修会 → 日臨技へ決算書を提出 → 承認済み
③生理検査研修会終了報告書等受領 → 審議事項へ

５．渉外・組織部関係
会員動向 12/1 ～ 12/31
新入会
なし
再入会
なし
転入(1名)
むらかみ

ま

い

こ

406051： 村上 麻衣子（佐賀県→自宅会員）
転出（1 名）
あ ら き

さ

や

か

424540：荒木 佐矢香（→福岡県）
退会（1名）
つるかわ

よし たか

420602：鶴川 嘉隆（株式会社 BML 長崎 検査部）
連絡責任者変更(1施設)
9920025：長崎大学原爆後障害医療研究所 血液内科
よしかわ

ち ひ ろ

→ 吉川 千尋
氏名変更
なし
新規施設（1施設）
9920025：長崎大学原爆後障害医療研究所 血液内科

６．地区関係
南地区：2月16日 新年会開催
中地区：2月17日 冬季研修会 長臨技から田中経理部長が参加
北地区：1月20日 冬季研修会 長臨技から南副会長が参加
離島地区：特になし

審議事項
１．総務関係
①第 25 回長臨技 OB 会への参加について
⇒日程の都合上、今回は不参加とする
②4 月 9 日 子宮頸がんを予防する日 集中キャンペーン寄付のお願いについて
⇒1 口 30,000 円の寄付実施を承認
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生理検査研修会終了報告書等について
⇒承認
②総合管理研修会・県医学検査学会の講師謝礼・行動費について
⇒各々、金額確認の上、承認

５．渉外・組織部関係
特になし

６．その他
①都道府県開催 ニューリーダー研修会について
⇒佐藤理事が欠席のため、後日メール審議
②認知症講習会B日程について
⇒平成30年6月30日（土） 諫早総合病院にて開催予定
７．発送作業日

平成

30年 2月 1日（木） 予定

８．平成29年度 第8回 常任理事会
会 場：諫早総合病院
日 時：平成 30年 2月 22日（木） 18：30～

