令和2年度 第2回常任理事会議事録
日 時：令和2年7月22日（水）
場 所：web会議
書 記：藤田
出席者：門脇、山口、中村、平田、藤田、奈良谷、尾方、平山、菖蒲、森谷、堀川
＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
①長崎県医師会より「第202回定例代議員会の決議について」受領
②長崎県福祉保健部より「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAのリリース及びダウンロードの依頼について」受
領
③一般社団法人西彼医師会より「会長就任の挨拶状」受領
④長崎県福祉保健部より「第49回医療功労賞（国内部門）」候補者の推薦について（依頼）」受領（審議事項）
<日臨技関係>
①「会費の送金について」受領
②「新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査（PCR等）の研修会について並びに臨床検査技師による新型
コロナウイルス感染症の診断を目的としたPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修について
（都道府県衛生主幹部局等との連携についての調査）」受領
③「日臨技感染拡大防止ガイドライン（ご案内）」受領
④「新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化支援員募集の登録方法変更並びに研修会募集・申し込みへ
の移行について（周知）」受領
⑤「永年職務精励者表彰該当者名簿」受領
⑥「入会申込書（写）」受領
・一般社団法人日本衛生検査所協会より「会長就任の挨拶」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神奈川県 ③宮崎県
・会誌：なし
・役員就任挨拶状：①滋賀県 ②群馬県 ③静岡県 ④鹿児島県 ⑤島根県 ⑥茨城県 ⑦神奈川県
⑧京都府 ⑨鳥取県 ⑩愛知県 ⑪富山県 ⑫和歌山県 ⑬愛媛県 ⑭沖縄県
<その他>
①大分県立看護科学大学より「令和3年度大学院看護学研究科博士課程（前期・後期）学生募集要項」受領
②日本衛生検査所協会より「ラボ7月号」受領
<会長報告>
①長臨技会員からの要望を受け、その内容を日臨技へメールで報告した（7/10）
内容：「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の給付対象者についてのご意見
→患者と接触しないがコロナウイルスに感染する危険を伴うのに給付の対象外になるのはいかがなものか？
という意見があり日臨技会長へその旨をメールにて伝えた。
<慶弔>
なし
<発送作業>
発送作業 7月20日（月） 長崎医療センターにて 門脇会長、中村副会長、堀川理事、検査科スタッフ
→今回の発送作業は5名で行う。作業時間は1時間30分～2時間。奈良谷学術部長：日当の支給について意見。
門脇会長：日当は支給しなければならないと返答。尾方経理部長：発送作業に参加された会員には行動費申請書の
提出にて対応する。
①令和2年度第2回理事会速報
②日臨技感染拡大予防ガイドライン（ご案内）

③新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化支援員募集の登録方法変更並びに研修会募集・申し込みへの
移行について（周知）
④賛助会員会費納入について
⑤賛助広告募集について
⑥広告募集返信はがき
→書類をメールにて発送ができるようにする。そのためには会員のメールアドレスを把握しなければならない。日臨技
に登録されてあるメールアドレスを活用したいが登録をしていない会員もそんざいする。メーリングリストどれくらい
の会員へ行き届いているかを庶務部へお願いする。
２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
6/30 までのアクセス数 167,707 回
6 月のアクセス数 711 回
・掲載
①令和 2 年 7 月部会案内
②日臨技総会議決権行使のお願い
③求人情報 長崎県
・削除
①第 69 回日本医学検査学会バナー
②日臨技総会議決権行使のお願い
③求人情報 長崎県、上戸町病院、光風会病院、日浦病院
３．経理部関係
入金：日臨技(R2 年度会費 5,000×12 名) \ 60,000、日臨技(R2 年度入会金 500×8 名) ¥4,000
共有化事業費(12,000×2 施設) \24,000
出金：NTT コム \ 5,148、NTT コム ¥12,768、令和 2 年度長臨技総会会場費 ¥53,900、振込手数料 ¥220
印鑑証明取得行動費 川内技師 ¥1,340、印鑑証明取得費用 川内技師 ¥300
総務局仮払金 ¥100,000、住民票取得行動費 安東理事 ¥1,000、住民票取得費 安東理事 ¥200
祝電 佐世保市総合医療センター 浜田技師 ¥2,200
弔電 鹿児島県臨床検査技師会 有村会長 御母堂様 ¥2,321
長崎大学柳原教授・県庁医療政策課 面談(6/22)門脇会長・丸田顧問 ¥6,710
KDDI ¥5,598、印鑑証明取得行動費 5 名 ¥6,540、印鑑証明取得費 5 名 \1,400
事務用品 \1,832、書類送付費用 \6,048、第 2 回理事会行動費 25 名 \80,420
連盟代表者・会計担当者名義変更申請 平田副会長 \1,300、印鑑証明取得行動費 平田副会長 \1,300
印鑑証明取得費用 平田副会長 \300、印鑑証明取得行動費 安東理事 \1,000
印鑑証明取得費用 安東理事 \200、NTT コム \5,148、NTT コム \12,768
・データ標準化事業入金状況
・予算達成状況→新型コロナウイルスの流行により支出はあまりなかった。
４．学術部関係
なし
５．渉外・組織部関係
会員動向 6/1 ～ 6/30
新入会（6名）
い し だ

か

お

うめぞの

ま

い

り

730162 石田 佳緒里 長崎大学病院 検査部 6/2
729981 梅園 真衣 医療法人 福田ゆたか外科医院 6/9
にしやま

ゆう た

730263 西山 裕太 長崎医学中央検査室 6/9

き

く がわ

ゆい か

730307 規工川 結華 佐世保共済病院 臨床検査科・病理診断科 6/9
ふるかわ

こう た

い け だ

あ や の

730100 古川 滉太 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 臨床検査技術部 6/16
730456 池田 彩乃 重工記念長崎病院 6/16
再入会
なし
転入
なし
転出（1 名）
な み の

ち はる

464550 波野 千晴 長崎県→鹿児島県 6/18
退会（1名）
おき

しげひこ

440398 沖 茂彦 6/2
連絡責任者変更
なし
氏名変更
なし
新規施設
なし
６．地区関係
南地区：特になし
中地区：令和2年度定期総会：議決権行使書による議決権行使の最終結果報告
令和2年度大村市健康福祉祭り中止のお知らせ
以上について各施設に文面にて配布を行う
北地区：令和2年度定期総会：議決権行使書による議決権行使の最終結果報告→可決となる。
離島地区：特になし
審議事項
１．総務関係
特になし
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令和 2 年度長崎県医学検査学会について
→新型コロナウイルスの流行により今年度は中止にする。尚、中止の案内を配布し長臨技ホームページに掲載する。

②長崎県研修会について
新型コロナウイルスの流行により集合形式での研修会は難しい。web を利用して研修会を行えないか？
尾方経理部長：web 環境の設備に予算をつけるようにする。
５．渉外・組織部関係
特になし
６． その他
①第49回医療功労賞（国内部門）候補者の推薦について
→締切りは8月末まで。次回の常任理事会までに検討して決定する。
②役員推薦委員の選出方法について
→会員の了解なく選出された。選出方法についての見直しを考える。前任の委員は後任を決めなければならない。
今回の件は何らかの手違いで選出されてしまった。
③令和2年度役員推薦委員長の選出について
→今後は役員推薦委員が集まって決定する。南地区、中地区、北地区より1名選出して選挙をするのはどうか？
もしくは各地区持ち回りで委員長を選出する。
④検査と健康展について
→新型コロナウイルスの流行により今年度は中止とする。
⑤門脇会長：長臨技ホームページのリンクに不具合が発生している。ホームページの編集を庶務部にて対応を
お願いする。
７．発送作業日

令和2年 月

日（ ） 予定

８．令和2年度 第3回 常任理事会
日 時：令和2年 8月 20 日（木） 18：30 ～

Web会議

