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＜報告事項＞
１．総務関係
<長臨技関係>
① 長崎県国民健康保険団体連合会より「第59回全国国保地域医
療学会の後援について（依頼）」受領
⇒後援承諾にて返答済
② 長崎県看護協会より「創立70周年並びに公益法人移行5周年
記念式典及び祝賀会の開催について（ご案内）」受領
⇒6/16日（土）13：30～
③ 長崎県福祉保健部より「平成30年県民表彰候補者推薦につい
て」受領
④ 長崎県福祉保健部より「平成30年春の叙勲受章者の内定に
ついて」受領 ⇒千々岩 武夫（瑞宝双光章）
功績：保健衛生功労
（元 長崎市立成人病センター検査部技師長）
<日臨技関係>
① 「平成30年度 都道府県技師会リーダー育成研修会の開催
について（依頼）」受領
② 「平成30年度 全国検査と健康展の実施について」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促進の
お願い」受領
<九州支部関係>
① 精度管理血清の作製についてご案内とお願い
⇒7/21（土）～22（日） 熊本大学病院検査部にて
<その他>
① 日本臨床細胞学会九州連合会より「日本臨床細胞学会九州
連合会学会創立50周年記念式典・祝賀会ご出席の依頼につい
て（お願い）」受領 6/1締切
⇒7/21（土）長崎ブリックホール
<慶弔>
浦崎航技師（長崎医療センター）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143,399回（月間アクセス数811回）
・掲載
① 平成30年5月部会案内
② 千々石武夫先生祝い文章 掲載
３．経理部関係
入金： 日臨技(H30年度入会金500x3名)
日臨技(H30年度会費5,000x48名)
受取利息（郵便貯金）
共有化事業費(12,000x29施設)
出金： NTTコム、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 第58回入学式(4/4)丸田会長
郵便貯金残高証明書代、十八銀行残高証明書代
事務用品（ルーズリーフ）、県法人税納付
日本臨床細胞学会九州連合会学会 協賛金
県法人税納付行動費 田中理事、KDDI
九州支部事務負担金、長臨技会員会費返金 3名分
平成29年度決算理事会行動費 15名
検査と健康展 シーハット大村施設使用料(3/16)
祝電 長崎医療センター 浦崎 航技師(4/28)
・データ標準化事業入金状況
⇒順調に入金されていることを確認済
４．学術部関係
特になし
５．渉外・組織部関係
① 会員動向 4/1～4/30
新入会：川島 恵美子（エスアールエル長崎ラボラトリー）
下田 香織（長崎大学病院 病理部）
谷川 志恵子（シー・アール・シー福江検査室）
高田 侑実（長崎大学病院 検査部）
林田 章也（長崎大学病院 検査部）
長野 駿介（日本赤十字社長崎原爆病院）
奥野 香澄（佐世保中央病院）
馬場 麻里（諫早総合病院）
松坂 香織（日本赤十字社長崎原爆病院）
吉田 研介（長崎県健康事業団 検査課）
小野 二美馨（諫早総合病院）
再入会：前田 秀一郎（佐世保中央病院）

転入： 末永 久実（陸上自衛隊 相浦駐屯地）
野中 郁（長崎医学中央検査室 県央ラボ）
井手 一徳（長崎労災病院 中央検査部）
香月 耕多（NHO長崎病院）
津山 絵梨子（NHO長崎医療センター）
中村 孝男（NHO長崎川棚医療センター）
山口 大輔（NHO長崎医療センター）
転出： 沖津 能理子（→広島県）
馬場 義広（佐賀県）
高島 勲（→福岡県）
大久保 裕幸（→福岡県） 藪田 智苗（→佐賀県）
益子 貴梨子（→熊本県） 石井 宏二（→佐賀県）
退会： 柄澤 鈴子（自宅会員）
芝原 一樹（→宮崎県）
柳田 敏邦（自宅会員）
相良 俊則（自宅会員）
合原 慧（自宅会員）
小森 由希子（自宅会員）
河野 俊之（長崎医学中央検査室）
宮下 望（自宅会員）
城野 智（長崎みなとメディカルセンター）
中道 志織（長崎大学病院 細胞療法部）
連絡責任者変更：
NHO長崎病院（藪田 智苗 → 香月 耕多）
佐世保市保健所試験検査課（平原 仁史 → 淵 慎一郎）
長崎労災病院（大久保 裕幸 → 井手 一徳）
NHO長崎川棚医療センター（なし → 中村 孝男）
長崎市野母崎診療所（なし → 中村 亮太）
シー・アール・シー福江検査室（なし → 谷川 志恵子）
陸上自衛隊合原駐屯地（なし → 末永 久実）
佐世保記念病院（なし → 平原 仁史）
氏名変更：
小石川 康子 → 馬場 康子
櫻井 絵梨子 → 津山 絵梨子
山田 美紅 → 岩崎 美紅
新規施設： 医療法人誠愛会 佐世保記念病院
６．地区関係
南地区： 6/1（金）総会開催予定
中地区： 6/9（土）総会：長崎医療センターで開催予定
北地区： 6/9（土）総会：佐世保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 長崎県看護協会創立70周年並びに公益法人移行5周年
記念式典及び祝賀会の開催について
⇒6/16（土）丸田会長出席予定
② 平成31年度地域医療介護総合確保基金（医療分）にかかる
事業提案の募集について ⇒特になし
③ 平成30年県民表彰候補者推薦について ⇒会長へ一任
④ 精度管理血清の作製について ⇒山田班長へ一任
⑤ 日本臨床細胞学会九州連合会学会創立50周年記念式典・
祝賀会ご出席の依頼について
⇒7/21-22（土-日）出席を新副会長へ打診する。
⑥ 平成30年度 定期総会について
⇒・13:30集合
・委任状回収は5/24現在で540通（約62%）
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 生理検査研究班班長選任について
⇒中地区は無理だったので北地区で選出をお願いする
② 新人技師育成宿泊研修会について
⇒・ナイトセミナー：望月副会長、佐藤理事
・R-CPC：臼井技師（長崎大学）へ打診
５．渉外・組織部関係
① 平成30年度賛助会員会費納入についての案内 ⇒承認
６.その他
① 認知症対応力向上講習会Ｂの準備状況について
⇒・講師派遣依頼は終了
・申し込み状況：県外１名、県内13名（5/24現在）
② 多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会について
⇒講師がほぼ決まりつつある
③ 平成30年度 理事・監事・役員推薦委員について
⇒新役員名簿を確認した
④ 連盟執行委員の任期と次期委員の選出について
⇒丸田会長へ一任

