平成29年度第1回（決算）理事会議事録
日 時：平成29年4月15日（土）
13時00分 ～ 14時30分
場 所：諫早総合病院 6階 大会議室
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、尾方、松尾、佐藤亮、平、三浦
吉原、久保、横田
欠席者：木村、氏原
＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
①九州医学技術専門学校より「入学式開催について（ご案内）」受領
⇒平成29年4月5日（水） 望月副会長出席
②大村市健康・福祉まつり実行委員会より「平成29年度 健康・福祉まつりの日程について」受領
⇒平成29年10月15日（日）10：00～15：00 シーハットおおむら
③長崎県看護協会より「平成29年度 長崎県看護協会教育計画（冊子）」受領
④長崎県医師会より「臨床検査精度管理解析料および平成28年度部門研修会への助成金の送金案内」受領
⑤長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞 3 月号」受領
⑥長崎掖済会病院より「院長就任挨拶状」受領
⑦長崎県看護協会より「平成 29 年度 看護の日 記念行事の開催について（ご案内）」受領
⇒平成 29 年 5 月 13 日（土）13：00～
アルカス SASEBO
丸田会長出席予定
<日臨技関係>
①「第3回 山上の光賞 候補者推薦について（依頼）」受領
②第 66 回日本医学検査学会より「公開水戸塾のご案内とワークショップ参加者推薦について（お願い）」
受領 ⇒ 横田理事（北松中央病院）を推薦
③「会費の送金について」受領
④「平成 28 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
⑤「日臨技生涯教育研修制度 平成 28 年度事務処理について（依頼）」受領
⑥「入会申込書（写）」受領
⑦「平成 28 年度 各賞受賞者決定について（報告）」受領
⑧「平成 29 年度生涯教育推進研修会への助成について」受領
⑨「平成 29 年度事業における都道府県技師会へのご協力のお願い」受領（資料あり）
⑩「平成 29 年度 全国役員名簿の作成について（依頼）」受領
<九州支部関係>
①平成 29 年度第 1 回九州支部幹事会 会期のお知らせ（メール）
⇒平成 29 年 7 月 8 日（土）14：00～
・詳細は後日になるので案内がきてから出席者等を決定する
<各都道府県技師会関係>
・会報：①愛知県 ②宮崎県 ③滋賀県
・会誌：①東京都 ②石川県 ③大阪府 ④鹿児島県 ⑤栃木県 ⑥滋賀県
・平成 28 年度愛知県臨床検査精度管理調査総括集（愛知県）
・平成 28 年度熊本地震 義損金のお礼（熊本県）
・共用基準範囲導入調査報告のお知らせ（鹿児島県）
・つながる想い in かごしま～ガンと共に生きる～参加について（鹿児島県）（審議事項）
・平成 28 年度滋賀県臨床検査技師会精度管理報告書
<その他>
①日本臨床衛生検査所協会より「ラボ3月号」受領
②日本臨床衛生検査所協会より「医療フォーラム 21 慢性腎臓病（CKD）と検査（冊子）」受領
③公益財団法人黒住医学研究振興財団より「創立 25 周年記念特別研究助成金のご案内」
「平成 29 年度研究助成のご案内について」受領（審議事項）
④NTT コムより「2017 年 2 月分領収証および 2017 年 3 月分請求書」受領
⑤au より「2017 年 2 月分領収証および 2017 年 3 月分請求書」受領

⑥日本赤十字社より「赤十字 NEWS3 月号」受領
⑦日本衛生検査所協会より「ラボ 4 月号」受領
⑧臨床検査医学研究振興基金より「平成 29 年度 研究奨励金授与候補者の応募要項」および
「平成 29 年度 藤田光一郎賞顕彰候補者の応募要項」受領（審議事項）
・総会委任状回収状況（4/11 時点の会員数:846 名）
北・離島地区：74 名、中地区：52 名、南地区：102 名 合計：228 名（回収率：26.9％）
・平成29年度データ標準化事業参加施設（資料あり）
⇒59施設参加
・長臨技総会について
特別講演Ⅰ『日臨技病棟業務調査事業を実施して』
講師：佐世保中央病院 臨床検査技術部 安東摩利子 技師
特別講演Ⅱ『臨床検査に関する最近の動向』
講師：佐世保中央病院 臨床検査技術部 丸田秀夫 部長
特別講演Ⅰ・Ⅱ 座長 長崎労災病院 溝口一彦 技師
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<慶弔>
事前連絡なし
<発送作業>
佐世保中央病院 発送作業 （3月22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平成29年度定期総会および委任状について ③定期総会委任状
④定期総会プログラム ⑤九州支部医学検査学会一般演題募集および周知について
⑥九州支部学会一般演題募集要項

２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
3/31 までのアクセス数
3 月の月間アクセス数

130,562 回
733 回

・掲載
①4 月部会案内
②平成 28 年度第 9 回常任理事会議事録
③平成 29 年 3 月速報
④平成 28 年度 日臨技九州支部輸血研修会報告
⑤日臨技九州支部卒後研修会 第 28 回血液研修会症例
・削除
なし

３．経理部関係
入金：賛助会員会費 1 社
\ 20,000
長崎県医師会臨床検査精度管理解析料
\ 600,000
長崎県医師会平成 28 年度臨床検査精度管理に関する部門別研修会への助成金
\ 190,000
日臨技(H29 年度会費 5,000x400 名) 前受金
\ 4,000,000
日臨技助成金（北地区・中地区冬季研修会）
\ 96,000
総務局より仮払い戻り金
\ 7,661

共有化事業費(12,000x8 施設)
出金：九州支部学会コア会議・第 9 回常任理事会 交通費・日当
事務用品 宛名ラベル４冊、ファイル２冊
切手代 82 円 x10 枚
弔電 北松中央病院 舩原晴美技師 ご尊父様(3/10)
第 24 回長臨技 OB 会(3/26) 行動費 溝口副会長
平成 28 年度長崎県医師会臨床検査精度管理解析料 6 部門
KDDI
九州支部学会コア会議 交通費・日当
HDMI-VGA 変換アダプタ
デジタルカメラ一式
12 月分郵送料(1/25)
事務用品 A4 コピー用紙(2/9)
事務用品 香典袋、筆ペン 2 本(2/13)
香典(2/13) 笠野元希技師（自宅会員）ご逝去
事務用品 ネームラベルシール(2/14)
1 月分郵送料(2/23)
2 月分郵送料(3/14)
事務用品 A4 コピー用紙(3/27)
NTT コム
・平成 28 年度決算報告（達成率含む）
⇒・広告収入が昨年の 5 社から 8 社に増加
・会員の増加に伴い、会員会費も増加
・昨年度の賛助会費の未収金はない
・実施事業会計の部分で赤字幅が予定より少なくなった
・その他会計では黒字
・法人会計はほぼ予定通りになった
・監査報告
⇒・木村技師（長崎大学）より監査終了報告

４．学術部関係
なし

５．渉外・組織部関係
会員動向 3/1～3/31
新入会
なし
再入会
なし
転入
なし
転出(2名)
あ お き

あ

す

か

709969：青木 明日香(→福岡県)(2/28)
さきやま
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退会(2 名)
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恵介(自宅会員)(2/29)

\ 96,000
\ 26,210
\ 3,714
\ 820
\ 2,516
\ 34,120
\ 288,000
\ 4,963
\ 26,210
\ 854
\ 75,204
\ 41,455
\ 1,485
\ 1,210
\ 20,000
\ 7,698
\ 410
\ 18,596
\ 1,485
\ 17,590

さ と う

まさかず

424104：佐藤 政一(自宅会員)
連絡責任者変更(2 施設)
9420187：社会医療法人春回会 出島病院
所属会員なし → 久我 優子
9920017：陸上自衛隊 大村駐屯地 業務隊医務室
崎山 剛 → 所属会員なし
氏名変更(2 名)
424592：中村 さくら → 山田 さくら
709448：永田 美咲 → 宮木 美咲
新規施設
なし

６．地区関係
南地区：6/3（土）総会を長崎大学で開催予定
中地区：6/24（土）総会を長崎医療センターで開催予定
北地区：6/3（土）総会を佐世保市総合医療センターで開催予定
離島地区：特になし

審議事項
１．総務関係
①創立 25 周年記念特別研究助成金、及び平成 29 年度研究助成のご案内について
⇒該当なし
②平成 29 年度 研究奨励金授与候補者の応募要項、及び平成 29 年度 藤田光一郎賞顕彰候補者について
⇒該当なし
③平成 29 年度定期総会について
⇒・理事役員集合時間 13：30
・総会打ち合わせ会議
長臨技理事 13:30～
総会役員
13:50～
・会場受付 14:30～ （受付：北地区 2 名）
・総会
15:00～16:00
・講演
16:15～17:30
・懇親会
17:45～19:45 （司会：溝口、尾方）

２．システム関係
特になし

３．経理部関係
①平成29年度予算案
⇒承認

４．学術部関係
なし

５．渉外・組織部関係
なし

６．その他
①平成29年度 検査と健康展について
⇒・11/26（日）開催予定
・会場周辺は人通りが多い場所なので、ある程度の集客は見込めそう。
・アーケードを隔てて向かい合わせになっているので、研究班がどの会場を使うのか早めに決定していき
たい。
②長臨技OB会について
⇒3/26～27でOB会に参加した（溝口副会長より報告）
③平成29年度事業における都道府県技師会へのご協力のお願い
⇒・平成29年度事業計画（都道府県技師会関連）について
1)第4回「地域ニューリーダー育成研修会」の開催（10月～12月）
⇒時期が来たら派遣者を決定する
2)都道府県主催「次世代ニューリーダー育成講習会」（仮称）の開催支援
⇒3年間で参加した3名の理事（佐藤、森内、田中）が中心となって企画を行う
3)「初級・職能開発講習会」の開催依頼（日臨技主催・長崎県開催）
⇒講習会企画（プログラムなど）、講師選定など日臨技主催で開催し、開催経費についても日臨技
負担
4)「医療現場における職能向上のための検査技師育成講習会」の開催（1月頃）
⇒各都道府県技師会から代表者1名を推薦し、日臨技で開催（中央開催）する
検査相談・説明と同様に平成30年度から代表者が中心となり3年間講習会を行う
5)全国「検査と健康展」（11月開催）
⇒中高生向けのガイダンスを加えてほしい
認知症に関するタッチパネル（日本光電）を用意したい
6)支部学会関連の開催依頼（支部学会担当県）
・学生ファーラム
・中高生向け進学支援事業

７．発送作業日
平成29年 4月 27日 （木） 予定
８．平成29年度 第1回 常任理事会
会 場：諫早総合病院
日 時：平成 29年 5月 16日（火） 18：30～
９．平成29年度 第2回 理事会
会
場：諫早総合病院
日
時：平成 29年 6月 11日（日） 13:00～

