令和2年度 第9回常任理事会 議事録
日 時：令和3年3月18日（木） 18:30～
場 所：web会議
書 記：藤田
出席者：門脇、山口、中村、藤田、奈良谷、尾方、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「令和2年度版 会員名簿送付について」受領
②長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞2月号」受領
③株式会社テクノ・スズタより「合併に関するご案内」受領
④長崎県保険医協会より「長崎保険医新聞3月号」受領
<日臨技関係>
①「会費の送金について」受領
②「令和2年度「日臨技推進事業研修会」の送金について（通知）」受領
③「「日臨技生涯教育研修制度」令和2年度事務処理について（依頼）」受領⇒奈良谷理事に対応を依頼3/6
④「都道府県施設連絡責任者等へのタスク・シフティング啓発推進事業研修会の日臨技役員招聘について」受領
⇒会長より施設連絡責任者にメール配信
⑤「医療技術部門管理資格認定制度の受講について（周知）」受領⇒メールにて配信、ホームページ掲載3/6
⑥「入会申込書（写し）の送付廃止について」受領
⑦「臨床検査技師に対するタスクシフティング業務啓発事業 助成金の送付について」受領
⇒3/7尾方経理部長に送信済み
<九州支部関係>
①福岡県臨床衛生検査技師会より「九州プール血清 試料作製依頼について（お願い）」受領（メールにて）
⇒審議事項
<各都道府県技師会関係>
・会報：①宮崎県 ②福岡県 ③大阪府 ④神奈川県
・愛知県臨床検査標準化協議会より「愛知県臨床検査標準化ガイドラインに対するパブリックコメントについて
（依頼）」受領
⇒「臨床化学検査における試薬検討の基礎知識」に対するパブリックコメント募集
⇒4月30日まで 生化学研究班班長へお願いする。
・滋賀県臨床検査技師会より「令和2年度 滋賀県臨床検査精度管理報告書の発刊について」受領
<その他>
①KDDIより「1月分領収証」受領
②NTTコムより「1月分領収証」受領
③特定非営利活動法人 子宮頸がんを考える市民の会より「寄付金請求書」受領
⇒尾方経理部長に対応を依頼済み
④日本衛生検査所協会より「令和2年度医療フォーラム21「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について」
冊子のご送付について（謹呈）」受領
⑤一般財団法人日本科学技術連盟より「臨床試験セミナー 統計手法専門コース開催のご案内」受領
⑥日本衛生検査所協会より「ラボ3月号」受領
⑦国際医療福祉大学より「本学臨床工学特別専攻科の開設と学生募集のご案内」受領
<会長報告>
①臨床検査技師に対するタスク・シフティング業務啓発事業【第 5 講】理事対象 ZOOM にて 2/20
②日臨技：都道府県医学検査学会・都道府県研修会 開催状況調査【回答済】 2/22
③令和 2 年度第 1 回長崎県医師会臨床検査精度管理委員会 出席 3/1
④日臨技：医療技術部門管理資格認定制度の受講について（ご案内）全会員へ一斉メール 3/6
⑤日臨技：臨床検査技師に対するタスクシフト/シェア並びに新型コロナウイルス感染症に対する検査体制の

整備状況に関する調査依頼について 施設連絡責任者へ一斉メール 3/8
⑥令和 2 年度（第 45 回）長崎県医師会臨床検査精度管理研修会 3/13
⑦長崎県公衆衛生研究会より 令和2年度をもって解散することに決定した旨の文書受領
<慶弔>
事前連絡なし
<発送作業>
発送作業 令和3年2月27日（土） 長崎医療センター検査科カンファレンス室にて
①第7回常任理事会速報 ②データ標準化事業案内・申込書
２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
2/28 までのアクセス数
173,252 回
2 月のアクセス数
650 回
・掲載
①栗原正紀先生オンライン講演会「地域生活を支える医療のあり方」
②令和2年度 第3回長臨技Webセミナー(R-CPC)
③第10回ながさき治験交流会
④長臨技ニュース第5号
⑤令和2年度長臨技Webセミナー（生化学）のQ＆A
⑥連続ウェビナー「顧みられない熱帯病対策：世界の潮流と日本の経験」
⑦第43回シスメックス学術セミナー
⑧大学等と自治体が連携した地域における検査体制の整備等について(周知)
⑨「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版」の周知について
・削除
なし
３．経理部関係
入金
日臨技入会(R2年度会費5,000×1名) ¥5,000、賛助会員会費(20,000×3社) ¥60,000
第2回長臨技WEBセミナー(臨床化学)日臨技助成金 ¥50,000、十八親和銀行 受取利息 \79
総務局戻り金 ¥15,013
出金
NTT コム \12,768、NTT コム ¥5,148、総務局 10 月発送料 \20,840
総務局 福祉保健部郵送料 \430、総務局 12 月発送料 \20,400
総務局 年賀状 \5,670、総務局 12 月輸血研修会発送料 \14 ,640
総務局 宛名ラベル \2,607、総務局 1 月発送料 \20,400
1 月発送作業行動費(1/25)4 名 \4,000、税務署発送料 \140
今村前会長 叙勲お祝い花代 \11,000、今村前会長 叙勲お祝い(1/31)行動費 3 名 \3,750
第 2 回九州支部連絡会議(1/22)日当 門脇会長 \1,000
第 8 回常任理事会(2/18)日当 11 名 \11,000、総会会場予約(2/18)行動費 平田副会長 \1,300
長臨技会長・副会長会議(2/4)日当 4 名 \4,000、WEB 会議用 ZOOM1 か月使用料 \2,200
KDDI \5,270、子宮頸がんを考える市民の会 寄付金 \30,000
振替手数料 \550、令和 2 年度第 3 回長臨技 WEB セミナー予行練習(2/19)4 名 \4,000
臨床検査技師に対するタスクシフティング業務啓発事業(2/20)11 名 \11,000
令和 2 年度第 3 回長臨技 WEB セミナー(2/25) 司会日当 \1,000
令和 2 年度第 3 回長臨技 WEB セミナー(2/25) 講師謝礼 \5,568
４．学術部関係
①第 3 回長臨技 web セミナー決算報告について⇒添付資料あり

５．渉外・組織部関係
会員動向 2/1 ～ 2/28
新入会
なし
再入会
なし
転入
なし
転出
なし
退会 (1名)
お か だ
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ち

な

み

岡田 知奈実

2/4

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：特になし
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令和3年度 定期総会について→次回の理事会にて決定する。
資格審査
会場
議長
議事録署名人
議事運営

書記

長崎県

（中）

（南）

（北）

（北）

総合福祉センター

（北）

（中）

（南）

（北）

＊カッコは昨年のものです。
②【定期総会関係】
総会号原稿締切 令和3年3月31日？ 担当：平田副会長
総会日程
令和3年5月29日(土)
理事集合時間 13：30 ～
総会
15：00 ～ 16：00
特別講演
16：15 ～ 17：15
講演内容

総会委任状回収担当 南地区：平山
会場受付（南地区より2名選出？）

中地区：菖蒲

北地区・離島地区：森谷

③決算理事会日程について
⇒ 4月22日（木） 監査 日程調整中 理事会 18：30～
２．システム関係
①ホームページリニューアル進捗状況について
編集を行い、随時URLをメールにてお知らせする。
３．経理部関係
①NTT コム 契約について
長臨技が所有している 4 台のモバイルルーターを一度回収して確認を行う。
４．学術部関係
①第4回長臨技webセミナー開催について
→時間は 45 分間。オンデマンド形式で開催する。当日は講師である長崎労災病院 宮崎生理研究班班長も
参加するが、質疑応答は後日行う。
５．渉外・組織部関係
特になし
６．その他
①九州プール血清 試料作製依頼について⇒添付資料あり
②賛助会員主催研修会やセミナー案内のホームページ掲載についての手順確認と配布文書作成検討
→メーカーから事務局へ掲載依頼を行うようにする。期間があれば理事会にて検討する。
③定款改定について（案）→負担軽減を目的として、常任理事の定数を6名から8名へ変更をしたい。
④4月の理事会に向けて→現在も新型コロナウイルスの流行で直接の会議は不可。
⑤中村副会長よりzoomのアカウントは各地区で共有はどうか？→当面は各地区1名と会長の4名で管理する。
７．発送作業日

未定

８．令和3年度 第1回（令和2年度決算）理事会
日 時：令和3年 4月22日（木） 18：30～

Web会議

