平成29年度第8回常任理事会議事録
日 時：平成30年2月22日（木）
18時30分 ～ 20時00分
場 所：諫早総合病院 2階 会議室
司 会：丸田
出席者：丸田、南、望月、溝口、田中、佐藤、森内、井手、伊藤
欠席者：池田

書

記：佐藤

＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
①佐世保観光コンベンション協会より「平成29年度 佐世保コンベンション誘致説明会開催について」受領
⇒前回の常任理事会にて審議：不参加
②長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞1月号」受領
③長崎県看護協会より「平成30年度 看護の日 記念行事について（後援依頼）」受領
⇒後援承諾で返答済、会期：平成30年5月12日（土）
④長崎県保険医協会より「健康一口メモ31集普及ご協力のお願い」受領
⑤長崎県選挙管理委員会より「長崎県知事選挙及び長崎県議会議員補欠選挙のご案内」受領
⑥長崎県福祉保健部より「公益法人・一般移行法人の運営に関する研修会及び個別相談会の開催について」
受領
⑦長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞2月号」受領
⑧長崎県福祉保健部より「公益法人・一般移行法人の運営等に関する研修会の資料送付について」受領
<日臨技関係>
①「臨床検査技師養成施設卒業生向け医療安全ガイドブック送付のご案内」受領
②「会費の送金について」受領
③「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
④「診療報酬改定に伴う説明会の開催について（ご案内）」受領
⇒HP掲載、メーリングリスト配信済、発送予定
⑤「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のお願い」受領
・日本臨床検査技師連盟より「自由民主配布について（依頼）」受領
<九州支部関係>
①事務局より「九州支部幹事会および支部会議 資料」（メール）
<各都道府県技師会関係>
・会報：①群馬県 ②宮崎県 ③福岡県 ④大阪府 ⑤愛知県 ⑥宮崎県
・会誌：①新潟県 ②千葉県 ③東京都 ④滋賀県 ⑤広島県 ⑥長野県
<その他>
①九州臨床検査薬卸連合会より「賀詞交歓会出席のお礼」受領
⇒平成30年1月11日（木）溝口副会長出席
②NTTコムより「2017年12月分領収証および2018年1月分請求書」受領
③CMC学会資料センターより「会議内容ご返送のお願い」受領
④(公)結核予防会結核研究所より「国際結核セミナー、平成29年度全国結核対策推進会議のお知らせ」受領
⇒HP掲載済
⑤日本赤十字社長崎県支部より「赤十字NEWS1月号」受領
⑥和光純薬工業㈱より「社名変更と会社合併のご案内」受領
⑦国立病院臨床検査技師協会九州支部会より「国臨協九州（冊子）」受領
⑧日本衛生検査所協会より「ラボ2月号」受領
⑨子宮頸がんを考える市民の会より「寄付金 請求書」受領
⇒寄付金送金済
⑩ニットーボーメディカル㈱より「代表取締役社長就任挨拶状」受領
⑪auより「2018年1月分領収証および2018年2月分請求書」受領
⑫協和メデックス㈱より「親会社変更のお知らせ」受領
⑬NTTコムより「2018年1月分領収証および2018年2月分請求書」受領
⑭日本赤十字社より「赤十字NEWS2月号」受領
・データ標準化事業申込状況（資料）
⇒現在36施設申し込みあり（前年度は59施設）
<慶弔>
事前連絡なし

<発送作業>
佐世保中央病院 発送作業 （1月31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長崎県データ標準化事業参加について
④ﾋﾟﾍﾟｯﾄ配布協力施設への登録のお願い
２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
1/31 までのアクセス数
140,511 回
1 月のアクセス数
759 回
・掲載
①平成 30 年 1 月部会案内
②平成 29 年度速報 10~12 月
③平成 29 年度第 6 回常任理事会報告
④長崎県県知事選挙に関するお知らせ
⑤平成 30 年度検体採取講習会案内
⑥第 22 回世界結核デー記念 国際結核セミナー・平成 29 年度全国結核対策推進会議 案内
・削除
①平成 28 年度『全国検査と健康展』報告
②佐世保中央病院 求人
３．経理部関係
入金：平成 29 年度一般検査研修会(12/9) 受講料
\ 23,000
平成 29 年度一般検査研修会(12/9) 戻り金
\ 34,660
平成 29 年度生理検査研修会(12/16) 受講料
\ 37,000
平成 29 年度生理検査研修会(12/16) 戻り金
\ 15,944
賛助会員会費(2 社)
\ 40,000
日臨技助成金
\ 78,500
出金：NTT コム
\ 17,594
平成 29 年度プロモーション九州地区委員会(1/11) 溝口副会長 \ 19,960
平成 29 年度一般検査研修会(12/9) 講師諸謝金
\ 13,920
平成 29 年度一般検査研修会(12/9) 交通費・日当
\ 21,520
平成 29 年度一般検査研修会(12/9) テキスト作成費
\ 1,080
平成 29 年度一般検査研修会(12/9) 封筒代
\ 560
平成 29 年度一般検査研修会(12/9) お茶代
\ 1,260
第 7 回常任理事会 交通費・日当 (9 名)
\ 24,330
平成 28 年度北地区冬季研修会(1/20) 南副会長
\ 7,140
祝電 長崎みなとメディカルセンター 山口将太技師(12/22) \ 2,505
弔電 長崎大学医学部検査部元教授 上平 憲先生ご逝去(12/29)
\ 3,164
弔電 長崎医療センター 山川 彩技師 ご母堂様(12/15)
\ 4,935
平成 29 年度生理検査研修会(12/16) 講師諸謝金
\ 22,274
平成 29 年度生理検査研修会(12/16) 交通費・日当
\ 46,060
平成 29 年度生理検査研修会(12/16) お茶等
\ 2,722
長臨技リーダー育成研修会(2/24) 仮払金
\ 50,000
事務用品（ファイル２冊）
\ 766
KDDI
\ 6,498
子宮頸がんを考える市民の会 寄付金
\ 30,000
H29 年度院内感染対策講習会(1/18-20) 佐世保共済病院 永橋技師
\ 60,310
役員推薦委員会(1/25) 佐世保共済病院 伊藤技師
\ 3,920
役員推薦委員会(1/25) 日赤長崎原爆病院 林技師
\ 1,920
役員推薦委員会(1/25) 長崎労災病院 福田技師
\ 4,040
役員推薦委員会(1/25) 長崎記念病院 松尾技師
\ 2,580

役員推薦委員会(1/25) 長崎みなとメディカルセンター 木下技師
\ 2,220
NTT コム
\ 17,594
４．学術部関係
①北地区冬季総合研修会（メール審議中）⇒承認
②総合管理研修会 → 日臨技へ決算書を提出 → 承認済み
③生理検査研修会 → 日臨技へ決算書を提出 → 承認済み
④県医学検査学会参加者（資料）
⑤輸血検査研修会・ニューリーダー研修会についてはメール審議をお願いします（日臨技締切 3/10）
⑥次期各研究班班長
来期も続投 → 病理細胞（片渕）
、微生物（赤松）
交代
→ 臨床化学・免疫血清（諫早総合・菖蒲巧）
⇒臨床化学と免疫血清は分ける
人選は池田学術部長、山田班長へ
輸血（佐世保市総合医療センター・松永光博）お二人とも生涯教育研修修了確認済み
交代希望ながら未定 → 生理、超音波
返事無し
→ 一般、血液、遺伝子、総合管理
＊2 月末までに返事を頂けるよう連絡済
５．渉外・組織部関係
会員動向 1/1 ～ 1/31
新入会
やまがた

ま

ゆ

み

つ る た

み

ち

こ

720388：山形 真祐美
再入会
なし
転入
なし
転出
なし
退会（3名）

長崎大学病院 病理診断科・病理部（1/4）

420131：鶴田 美智子 聖フランシスコ病院（1/4）
しょうぶ

420055：菖蒲
たいら

424593： 平

じゅんいち

純一

長崎市野母崎診療所（1/10）

ゆ う こ

優子 長崎医学中央検査室（1/11）

連絡責任者変更(1施設)
9420153：長崎市野母崎診療所 菖蒲 純一 → なし（所属会員なし）
9420196：医療法人平成会女の都病院 西中 孝喜 → なし（所属会員なし）
氏名変更
さかぐち

の

り

なかしま

ま

お

こ

お き つ

の

り

ともなが

ま

お

こ

345043：坂口 能理子 → 沖津 能理子 自宅会員（1/15）
424542：中島 真央

→ 朝長 真央 済生会長崎病院（1/31）

新規施設（1施設）
なし
・下田かおり技師（長崎大学病院 病理診断科・病理部）入会についての連絡なし
賛助・広告費納入状況
⇒アークレイから2/15に入金を確認
日本BDは担当者へ連絡済
６．地区関係

南地区：2/16（金）新年会を開催。30名程度の参加。
中地区：2/17（土）冬季研修会を開催（52名参加）
懇親会は41名参加
北地区：特になし
離島地区：特になし

審議事項
１．総務関係
①平成30年度定期総会について
議

長

資格審査･議事運営

平成30年度
場所：長崎原爆資料館ホール
⇒次回常任理事会までに総会役員を各地区で決めておく
議長・議事録署名人は印鑑登録証明が必要
原稿締め切り： 3月31日（昨年は3月末日）
⇒総会日程：5月26日（土）
総会
15：00 ～ 16：00
理事集合時間
13：30～
懇親会 17:30 ～
特別講演内容：丸田会長 16：15～17：15
総会委任状回収担当 南地区：森内、中地区：井手、北地区：伊藤
会場受付（南地区より2名選出）
（南）
（中）

（南）
（北）

②決算理事会日程について
⇒ 4月14日（土） 監査 13：00 ～ 14：00
理事会 14：30 ～ 16：30
慰労会 17：00 ～ 19：00
③セキュリティソフト契約更新について
11,880円/3台 ⇒ 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
特になし
５．渉外・組織部関係
特になし
６．その他
①認知症講習会Bについて

議事録署名人
（中）
（北）

会費： 未定、場所：利休

書
（南）
（南）

記

⇒福岡県、熊本県はH29年度に開催しており、長崎県はH30年6月に開催予定
会場は諫早総合病院を予定
窓口：熊本での講習会に参加された方を予定
会場責任者：井手理事
②平成30年度検査と健康展について
⇒開催日：平成30年11月18日（日）
セッティングは土曜18：00～
会場：シーハット大村サブアリーナ
3/11までにお金と申込書を持って行って正式に申し込みをする
③長臨技ニューリーダー育成研修会について
参加者：8名
スタッフ集合：8：15
７．発送作業日

平成

30年 2月 28日（水） 予定

８．平成29年度 第9回 常任理事会
会 場：諫早総合病院
日 時：平成 30年 3月 12日（月） 18：30～

