平成30年度第1回理事会（平成29年度決算）議事録
日 時：平成30年4月14日（土）
14時30分 ～ 16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、望月、溝口、森内、井手、佐藤、田中、池田、伊藤、三浦、平、松尾、佐藤（亮）、
吉原、木村（監事）
欠席者：南、横田、尾方、久保、氏原（外部監事）
＜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30年4月4日（水） 丸田会長出席予定
②長崎県医師会より「臨床検査精度管理解析料および平成29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の送金ご案内」受領
③長崎県看護協会より「平成30年度 看護の日 記念行事の開催について（ご案内）」受領
⇒平成30年5月12日（土）13：10 ～ ながさき看護センター
望月副会長出席予定
④長崎県案後協会より「平成30年度 長崎県看護協会教育計画の送付について（冊子）」受領
⑤十八銀行より「残高証明書」受領
⇒原本管理：田中経理部長
⑥長崎県知事就任挨拶状 受領
⑦上戸町病院 院長就任挨拶状 受領
<日臨技関係>
①「平成29年度各賞受賞者の決定について（報告）」受領
②「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会担当実務員の宿泊について（お願い）」受領
③「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
⇒今年度、来年度は九州では1回の開催予定
④「平成30年度 全国役員名簿の作成について（依頼）」受領
⑤「平成30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（審議事項）
⑥「平成30年度生涯教育推進研修会助成金の申請について（詳細）」受領
<九州支部関係>
なし
<各都道府県技師会関係>
・会報：①大阪府 ②愛知県 ③群馬県 ④滋賀県
・会誌：①石川県 ②鹿児島県 ③栃木県 ④愛媛県 ⑤東京都 ⑥滋賀県 ⑦石川県
・平成29年度 愛知県臨床検査精度管理調査総括集送付について
・滋賀県 平成29年度臨床検査精度管理報告書
・鈴木印刷株式会社（栃木県臨床検査技師会）：宛名間違いのお詫び 受領
<その他>
①黒住医学研究振興財団より「平成30年度 研究助成のご案内について」受領（審議事項）
②auより「2018年2月分領収証および2018年3月分請求書」受領
③長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞3月号」受領
④日本赤十字社長崎県支部より「赤十字NEWS3月号」受領
⑤NTTコムより「2018年2月分領収証および3月分請求書」受領
⑥NTTコムより「メール機能における POP Before SMTP 認証の廃止並びに変更ツールによる
メールソフトの設定変更のお願いについて」受領
⑦日本衛生検査所協会より「平成29年度 医療フォーラム21 虚血性心疾患と検査 冊子の
ご送付について」受領
⑧日本赤十字社九州ブロック血液センターより「輸血シンポジウム2017 in 九州 講演集の
配布について」受領
⑨臨床検査医学研究振興基金より「平成30年度 研究奨励金授与候補者および藤田光一郎賞
顕彰候補者推薦について」受領

⑩日本衛生検査所協会より「ラボ4月号」受領
⑪子宮頸がんを考える会より「まもること」同封と子宮頸がんを予防する日概要についてご報告 受領
⑫auより「2018年3月分領収証および2018年4月分請求書」受領
・平成30年度データ標準化事業 参加申込状況（資料）
⇒60施設参加
<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29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30年度定期総会及び委任状について
④定期総会委任状定期総会プログラム ⑤平成30年度日臨技九州支部医学検査学会一般演題募集について
⑥(自宅会員)自宅会員の施設所属会員への登録変更について
⇒自宅会員の登録が増加しているので、施設に所属している方で可能な方は施設登録をお願いした
⑦第67回日本医学検査学会ポスター

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
142,274 回
3 月のアクセス数
1,011 回
・掲載
①平成 30 年 3 月部会案内
②求人案内 井上病院 高原中央病院
③「臨床検査技師による在宅医療の推進」並びに第 20 回日本在宅医学会(日臨技共同シンポ)案内
④平成 30 年度日臨技九州支部医学検査学会 一般演題募集要項
⑤平成 29 年度第 7.・8 回常任理事会議事録
⑥平成 30 年 1・2 月速報
・削除
なし

３．経理部関係
入金：賛助会員会費(3 社)
\ 60,000
日臨技 平成 29 年度北地区冬季総合研修会
\ 45,000
日臨技 第 23 回輸血検査研修会
\ 30,000
日臨技 平成 29 年度長臨技ニューリーダー育成研修会
\ 26,500
日臨技 平成 30 年度前受け会員会費 5,000 円 x794 名
\ 3,970,000
九州支部医学検査学会からの雑収入
\ 20
第 23 回輸血検査研修会(1/28) 受講料
\ 48,000
日臨技全国幹事連絡会議行動費戻り金 (南副会長)(2/2-3)
\ 39,580
祝電 佐世保中央病院 松尾はる花技師(10/4) 北地区分の返金\ 2,560
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 29 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
出金：第 25 回長臨技 OB 会(3/25) 寸志
長崎県総合公衆衛生研究会・幹事会参加費(丸田会長)(3/2)
事務用品（ファイル）
第 23 回輸血検査研修会(1/28) 追加仮払金
第 23 回輸血検査研修会(1/28) 講師諸謝金
第 23 回輸血検査研修会(1/28) 日当・交通費

\
\
\
\
\
\

10,000
2,000
723
9,585
13,360
16,800

第 23 回輸血検査研修会(1/28) 医学部会場費
\ 26,040
第 23 回輸血検査研修会(1/28) 試薬・譲渡血
\ 48,361
第 23 回輸血検査研修会(1/28) お礼・振込手数料
\ 3,024
長臨技地域ニューリーダー育成研修会(2/24) 講師諸謝金
\ 22,272
長臨技地域ニューリーダー育成研修会(2/24) 日当・交通費
\ 16,360
長臨技地域ニューリーダー育成研修会(2/24) 事務用品
\ 756
長臨技地域ニューリーダー育成研修会(2/24) お茶
\ 2,866
第 9 回常任理事会 交通費・日当 (7 名)
\ 16,390
日臨技全国幹事連絡会議 行動費・会議費(南副会長)(2/2-3) \ 51,580
祝電 諫早総合病院 鮎川裕美技師
\ 3,920
平成 29 年度長崎県医師会臨床検査精度管理解析料 6 部門
\ 288,000
KDDI
\ 5,632
総務局 12 月分郵送料 (2/8)
\ 47,904
総務局 事務用品 プリンターインク(2/19)
\ 1,937
総務局 1 月分郵送料 (2/20)
\ 1,206
総務局 セキュリティソフト更新料 (2/27)
\ 11,880
総務局 OB 会へ寸志送金 (3/2)
\ 512
総務局 3 月分郵送料 (3/13)
\ 14,136
総務局 事務用品 コピー用紙(3/26)
\ 1,501
・予算達成率
⇒・収入 110％、支出 101％
・税理事事務所からの指摘で会議費（総会、学会）などは公益事業では認められないため法人会計
の会議費で処理している
・監査報告
⇒適切に処理されていることを確認し、承認された
４．学術部関係
特になし
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（1名）
と う ご

703311：藤後

あずさ

梓 （鹿児島県→自宅会員）3/30

転出（3 名）
かたやま

ま

き

こ

424679：片山 真紀子（→埼玉県）3/8
はしもと

まさ ひろ

711130：橋本 将洋（→福岡県）3/8
く

ぼ

み

な

こ

717855：久保 美奈子（→福岡県）3/18
退会（2名）
ひ ら の

まなぶ

き く や

み ち こ

420532：平野

学 （自宅会員）3/15

424390：菊谷 倫子（慈恵会小江原中央病院）3/18
連絡責任者変更(3施設)
9420074：長崎県県央保健所 永野 択 → なし （3/25）所属会員なし

9920026：社会医療法人春回会 春回会クリニック健診センター なし → 吉田 厚子（3/27）
9420070：独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 馬場 義広 → なし（3/30）
氏名変更（2 名）
さかぐち

ま

あ

こ

ふじさき

ま

あ

こ

700180：坂口 麻亜子 → 藤崎 麻亜子（社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院）3/27
新規施設（1施設）
9920027：陸上自衛隊 相浦駐屯地（3/9）
連絡事項：賛助会員会費納入状況（別紙参照）
⇒すべて入金済み
６．地区関係
南地区：特になし
中地区：6/9（土）長崎医療センターで開催予定
北地区：6/9（土）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平成30年度 研究助成（黒住医学研究振興財団）のご案内について
⇒締め切り5/31（木）
②平成30年度 研究奨励金授与候補者および藤田光一郎賞顕彰候補者推薦について
⇒該当者があれば総務局へ連絡
③平成30年度定期総会について
平成30年度

議
長
（南）川元康嗣
（中）中嶌雅信

資格審査･議事運営
議事録署名人
（南）村中悦子
（中）中村恒平
（北）草野睦士
（北）片渕直

書
記
（南）伴美穂子
（南）花田和秀

場所：長崎原爆資料館ホール
⇒総会号
5月14日 佐世保中央病院 着
5月15日または16日 発送予定
⇒総会日程：5月26日（土）
理事集合時間 13：30
総会役員打合せ 13：45 ～
受付開始 14：30
総会 15：00 ～ 16：00
休憩 16：00 ～ 16：15
会長講演 16：15 ～ 17：15
懇親会 17:30 ～
総会委任状回収担当 南地区：三浦理事、中地区：井手理事、北・離島地区：伊藤理事
会場受付（南地区より2名選出）：山口将太、奈良谷俊 ⇒フォローはあいている理事で対応
④平成30年度第2回理事会日程について
⇒・新旧役員引継ぎ 6/17（日）14：00～
・班長会議は別日程で考える（会長、学術で）
・場所は利休で開催
２．システム関係

特になし
３．経理部関係
①平成29年度会計報告について
⇒若干の黒字決算となった（承認）
②平成29年度監査報告について
⇒適切に処理されていることを確認（承認）
③平成30年度予算案について
⇒・昨年度実績と例年を参考に作成
・会議費を公益事業から法人会計へ移行しているため増額
・承認
４．学術部関係
①次期、生理検査研究班班長の選任について
⇒中地区に一任、選出困難の場合は北地区より選任
５．渉外・組織部関係
特になし
６．その他
①認知症対応力向上講習会Ｂについて
⇒・6/30（土）開催予定
・500分のカリキュラムで参加費は無料
・助成金対象
・予算案は承認された
②平成30年度事業における都道府県技師会へのご協力のお願いについて
⇒・全国「検査と健康展」
・日臨技精度管理結果サポート事業
・「地域ニューリーダー実践講習会」など
③多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会 カリキュラムについて
⇒にっしょうかんで新人研修会と同日開催とする
開催日は未定
７．発送作業日

平成

30年 4月 25日（水） 予定

８．平成30年度 第1回 常任理事会
会 場：諫早総合病院
日 時：平成 30年 5月 24日（木） 18：30～

