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＜報告事項＞
１．総務関係
<長臨技関係>
① 長崎県福祉保健部より「平成30年度 認知症対応力向上講習会Ｂ
後援名義使用承諾書」受領
⇒長崎県、医師会、看護協会の名義後援承諾
② 長崎県保険医協会より「定期総会のご案内 懇親会のご案内」
受領⇒7/21（土）ザ・ホテル長崎ＢＷコレクション
③ 長崎県看護協会より「長崎県看護協会創立70周年・公益法人
移行5周年記念式典 駐車場入場証の送付について（お願い）」
受領 ⇒ 山口副会長出席
④ 長崎県医師会より「平成30年 花粉情報活動報告会への出席方
ご依頼について」受領
⇒7/28（土）19：00～ 和食「よひら」
⑤ 長崎県福祉保健部より「平成31年春の叙勲及び賜杯並びに
褒章受賞候補者の推薦について」受領
<日臨技関係>
① 「平成30年度結核研究奨励賞の受賞決定について（報告）」
受領 ⇒ 山田奈月技師（佐世保総合病院）受賞
② 「平成30年度 定時総会の成立に関するご協力について
（お願い）」受領
⇒議決権行使 長崎県は約77％（6/17現在全国3位）
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 平成30年度日臨技九州支部医学検査学会より「一般演題
募集締め切り延長のお知らせ」（受領）
<その他>
① 日本衛生検査所協会より「平成29年度 臨床検査精度管理
調査結果報告書ご送付について」受領
<慶弔>
中村孝男技師（川棚医療センター） ご尊父様ご逝去 弔電
上井元技師（長崎医学中央検査室） ご尊父様ご逝去 弔電
２．システム関係
＜長臨技ホームページ関係＞
5/31までの総アクセス数144,204回（月間アクセス数806回）
・掲載
① 平成30年6月部会案内
② 平成30年度第1回理事会議事録
③ 平成30年4月速報
④ 求人情報 佐世保共済病院
⑤ 検体採取講習会案内バナー
⑥ 平成30年度南地区臨床検査研究会総会 案内
⑦ 『医療法等一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係
省令の整備に関する省令案パブリックコメント募集につ
いて
３．経理部関係
入金： 日臨技(H30年度入会金8名)
日臨技(H30年度会費14名)
共有化事業費(22施設)、お志 城技師
平成30年度長臨技総会(5/26)懇親会参加費
出金： NTTコム、事務用品、KDDI、法人市民税納付
平成30年度看護の日記念行事(5/12) 望月副会長
第1回常任理事会 交通費・日当 (10名)
長臨技総会会場費 長崎原爆資料館ホール使用料
厚生労働大臣表彰者花代 丸田会長、城技師
平成30年度定期総会号930冊 アミューズ企画
看護協会講師派遣依頼行動費・お土産 丸田会長
平成30年度長臨技総会(5/26) 懇親会費
平成30年度長臨技総会(5/26)行動費 氏原外部監事
法人市民税申請、納付行動費 田中理事
厚生大臣表彰記念品 城技師
・データ標準化事業入金状況
⇒順調に入金されてきている
４．学術部関係
① 検査と健康展の催し内容について
⇒Hb測定、認知症などを予定。後日開催の班長会議である
程度決まると思われる

【新規求人案内】
佐世保共済病院
※詳細は病院HPをご覧ください

５．渉外・組織部関係
① 会員動向 5/1～5/31
新入会：
北園 誠也（長崎大学病院検査部）田村 百恵（長崎記念病院）
萩田 翔（長崎県上五島病院）
小原 将光（諌早総合病院）
水野尾 彩（春回会長崎北病院） 堤 早紀（長崎労災病院）
猪股 奈津子（佐世保中央病院） 清水 李帆奈（長崎原爆病院）
島本 佳奈（長崎大学病院検査部）里 久美子（自宅会員）
能祖 豊神理（長崎県健康事業団）瀬川 美桜（佐世保中央病院）
林 裕美（新上五島町若松国保診療所）
転出： 澤田 吉人（→大分県）
二反田 隆夫（→兵庫県）
連絡責任者変更：
仁寿会南野病院（高原 香 → 不在）
長崎労災病院（不在 → 井手 一徳）
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻病理学
（二反田 隆夫 → 早田 正和）
NHO長崎病院（不在 → 香月 耕多）
NHO長崎川棚医療センター（不在 → 中村 孝男）
新上五島町若松国保診療所（不在 → 林 裕美）
長崎県上五島保健所衛生環境課（右田 雄二 → 不在）
氏名変更： 吉永 このみ → 伊藤 このみ
６．地区関係
南地区：6/1（金）に総会、意見交換会を実施
6/20に新旧役員会議を行う
中地区：6/9（土）に総会、研修会を実施。 約70名の参加が
あった。 意見交換会は63名の参加。
北地区：6/9（土）に総会、研修会を実施。 約90名の参加が
あった。意見交換会は46名の参加。
離島地区： 特になし
審議事項
１．総務関係
① 役員名簿について ⇒確認した
② 行事予定について
⇒・日本臨床細胞学会九州連合会学会式典（7/21）には
平田副会長が出席予定
・九州支部会議（8/4）の出席者は丸田会長、山口副会長
平田副会長、新任常任理事が出席予定
・大村健康まつり（10/14）開催予定
③ 長崎県保険医協会 定期総会懇親会の出席について
⇒7/21（土）ザ・ホテル長崎ＢＷコレクション
祝電で対応する
④ 長崎県医師会平成30年花粉情報活動報告会への出席方ご依頼
について ⇒丸田会長出席予定
⑤ 平成31年春の叙勲及び賜杯並びに褒章受賞候補者の推薦につ
いて ⇒H31年度春の叙勲の推薦者を決定した。
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 新人研修会参加募集案内文書発送時期とプログラム内容
について ⇒ 募集締め切りを8/3とする
② 班長部長会議について
⇒6/30開催予定、諫早総合病院6F。各研究班で決まって
いる行事は資料で配布予定。
③ 病理検査研修会事業計画について
⇒9/29（土）開催予定 ⇒承認
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
長崎県臨床検査技師会会誌広告募集について
⇒内容承認。申し込み先が平山理事へ変更になる
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
⇒講師の人選が完了した。3年間の継続事業
６.その他
① 大村健康福祉まつり、諫早健康福祉まつりについて
⇒6/6 19：00～シーハット大村で会議があった
貧血検査、物忘れ検査を実施予定
⇒諫早はまだ会議がない
② 認知症対応力向上講習会Ｂ進捗状況、当日の運営について
⇒県内会員で募集人員を満たした
③ 千々岩先生の叙勲受章祝賀会について
⇒8/25（土）17：00開始で予定
④ レクレーション企画について
⇒「V・ファーレン長崎ホーム観戦」を企画 承認

【新規求人案内】
長崎医療センター
※詳細は病院HPをご覧ください

【第2回九州CVTの会】
平成30年11月4日（日）
九州大学医学部百年講堂
※詳細は開催案内文書を受領次第、発送予定

【新規求人案内】
佐世保中央病院
※詳細は病院HPをご覧ください

