平成29年5月発行

長臨技ホームページ概況（5/16現在）

4/30までのアクセス数 131,815 回
平成29年度 第1回常任理事会
4月 月間アクセス数
1,253 回
日 時
平成29年5月16日（火) 20：00～20：50
場 所
諫早総合病院 6階腎臓病教室
＜報告事項＞
１．総務関係
<長崎県関係>
① 長崎県福祉保健部より「平成29年県民表彰候補者推薦に
ついて」受領
② 長崎県看護協会より「平成29年度公益社団法人長崎県
看護協会通常総会の開催について（ご案内）」受領
6/17（土）ながさき看護センター 望月副会長出席予定
<日臨技関係>
① 「一般社団法人日本臨床衛生検査技師会創立65周年・
法人化55周年記念式典のご案内」受領
⇒会期：6/23（金） 出欠ハガキ締切：5/26（木）
② 「厚生労働大臣表彰の決定について（通知）」受領
⇒城宏史技師（諫早総合病院）
丸田秀夫技師（佐世保中央病院）受章
③ 「病棟業務に必要な能力開発実践研修会～臨床検査を
行うために必要な前工程の集中型能力向上トレーニン
グ～」受領 ⇒HP掲載・メーリングリスト配信
④ 「平成28年度臨床検査データ標準化事業報告書の送付
について（冊子）」受領
⑤ 「平成28年度日臨技有功賞特別賞受賞者決定について
（報告）」受領 ⇒該当者なし
<九州支部関係>
① 平成29年度日臨技九州支部一般検査研修会『玄海シン
ポジウム』開催案内（メール）
② 平成29年度日臨技九州支部輸血伝達研修会開催案内
（メール）
⇒①②ともに、HP掲載・メーリングリスト配信・発送予定
<その他>
① 日本糖尿病療養指導士認定機構「日本糖尿病療養指導士の
認定更新に関するお願い」受領
・ 平成29年度定期総会について
会員数：850名、議決権数：598名・70.4％
（委任状数：521名、総会出席者数：77名）⇒懇親会78名
<慶弔>
津田 慎太郎技師（五島中央病院）御結婚 祝電済
宮木 美咲技師（長崎大学病院）御結婚 祝電済
鈴木 涼技師（佐世保中央病院）御結婚 祝電済
２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
4/30までの総アクセス数131,815回（月間アクセス数1,253回）
・掲載
① 5月部会案内
② 平成29年度長臨技定期総会 案内
③ 平成29年度九州支部医学検査学会 バナー
④ 平成29年度4月速報
⑤ 平成29年度第1回理事会議事録
⑥ 病棟業務に必要な能力開発実践研修会 案内
３．経理部関係
入金： 日臨技(H29年度入会金3名)、共有化事業費(37施設)
日臨技(H29年度会費36名)、受取利息（郵便貯金）
出金： 総務局への仮払い、郵便貯金残高証明書代
九州医学技術専門学校入学式(4/5) 望月副会長
十八銀行残高証明書代、県法人税納付、KDDI
平成28年度決算理事会行動費 20名
九州支部学会実行委員会行動費 8名
祝電 佐世保中央病院 鈴木 涼技師(4/13)
県法人税納付行動費 田中理事
平成29年度定期総会号 900冊 アミューズ企画
・データ標準化事業入金状況
未入金13施設
４．学術部関係
① 生涯教育研修制度・自己申請書1通受領
→ 日臨技へ登録済み
② 初級者輸血研修会計画書、予算書受領
５．渉外・組織部関係
① 会員動向 4/1～4/30
新入会： 杉本 有沙（長崎医学中央検査室
長崎市医師会館ラボ）
岩永 江莉奈（長崎医学中央検査室）
山崎 優（長崎県五島中央病院）
小石川 康子（三佼会宮崎病院）
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茜（福岡県→長崎県壱岐病院）
雅信（沖縄県→長崎医療センター）
はるひ（鹿児島県→長崎労災病院）
里穂（佐賀県→長崎労災病院）
可奈子（日臨技
→長崎みなとメディカルセンター）
黒川 晋一朗（佐賀県→長崎川棚医療センター）
平井 久己（佐賀県→長崎川棚医療センター）
転出： 中村 さゆり（→東京都）
楠 千恵子（→福岡県）
川越 裕歌里（→宮崎県）
松尾 恵里（→佐賀県）
退会： 下田 伊津美（自宅会員）
杉山 輝代（自宅会員）
小石 麻由美（長崎労災病院）
日高 悦子（長崎労災病院） 小鶴 達郎（→佐賀県）
佐藤 千鶴子（京町内科病院）
鬼塚 聖子（→沖縄県）
宮田 透真（自宅会員）
吉田 裕子（→東京都）
高雄 敬子（長崎県対馬病院）
高島 英里（仁寿会南野病院）
伊東 亜由美（長崎大学病院）
山本 智子（佐世保市総合医療センター）
連絡責任者変更：
長崎原爆諫早病院（相良 俊則 → 梛原 洋一）
昭和会 恵美須町病院（伊東 愛 → 所属会員なし）
光佑会 北川病院（柴山 今日子 → 所属会員なし）
仁寿会南野病院（髙島 英里 → 高原 香）
白十字会耀光リハビリテーション病院
（樋渡 崇史 → 小島 早紀子）
長崎医学中央検査室 県央ラボ
（所属会員なし → 西田 素子）
氏名変更：
櫛田 千晴 → 波野 千晴
大崎 麻里 → 中尾 麻里
６．地区関係
南地区： 総会6/3（土）開催予定 望月副会長出席
中地区： 総会6/24（土）開催予定 森内理事出席
場所：長崎医療センター
北地区： 総会6/3（土）開催予定 佐藤理事出席
離島地区： 特になし
審議事項
１．総務関係
① 平成29年県民表彰候補者推薦について
⇒該当なし
② 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 創立65周年・
法人化55周年記念式典について
⇒6/23（金）丸田会長 受章者で参加予定
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
① 新人研修会参加募集案内文書発送時期について
⇒8/26、8/27で開催予定 6月末に発送、7月28日締め切り
② 県医学検査学会演題募集案内文書・抄録集発送時期
について
⇒2/3（土）開催予定 昨年のペースで逆算して行う
③ 輸血初級者研修会について
⇒・事業計画書は例年通りの内容
・輸血フォローアップ研修会を同時に開催
④ 地区総会の日臨技申請について
⇒日臨技回答
総会（基礎点）、研修会（専門点）での登録は問題ない
同時開催の場合、助成金を以下の条件で今後申請
1）内容がふさわしいこと
2）実質の時間が90分以上（休憩入れて2時間以上）
５．渉外・組織部関係
特になし
６.その他
① Wi-fiルータ契約台数について⇒4台継続
② 第2回理事会および九州学会会議招集メンバーについて
⇒6/11（日）理事、コアメンバーで開催

