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＜報告事項＞

会員動向

1.総務関係

転入（2 名）

<長崎県関係>

①424294

12/1

～

12/31

浅田 真由美(ｱｻﾀﾞ ﾏﾕﾐ） 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 医療

①長崎県福祉保健部医療政策課より「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正す
技術部 臨床検査室

る政令の交付について」受領
<日臨技関係>

②470235

①「令和 3 年度都道府県技師会との関連事業（予定）について（案）」受領
資料添付あり

⇒

12/7

小森 誠嗣(ｺﾓﾘ ｾｲｼﾞ)

①424300

③「入会申込書（写し）」受領
④「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令施

退会（2 名）
①703229 鮎川 祐美(ｱﾕｶﾜ ﾋﾛﾐ)

行等について（通知）受領⇒理事にメールにて配信

②420020

②福岡県

③大阪府

安藤 住隆(ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾀｶ)

1 月 22 日（金）

12/25

12/7、

黒川 良一(ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ)

①9420165

12/11

長崎県上五島病院付属診療所 有川医療センター（近藤 喜代志

→ 前田

路

子）12/14

④神奈川県

・会誌：①広島県
・第 70 回日本医学検査学会より「第 70 回日本医学検査学会一般演題座長推薦について（お
願い）」受領⇒審議事項
・日本臨床検査技師連盟より

②9420067

地方独立行政法人 北松中央病院（不在

③9420239

有限会社 長崎医学中央検査室 佐世保ラボ（安藤 住隆

9420239

①「都道府県技師会の理事会開催時における宮島議員の招聘について」受領
<その他>

→

船原 晴美）

有限会社 長崎医学中央検査室 佐世保ラボ（不在

④9420256

②「連盟ニュース 12 月号」受領
①北村誠吾後援会より「新年交歓会

長崎県→福岡県

連絡責任者変更（4 施設）
zoom 会議にて開催予定

<各都道府県技師会関係>
・会報：①宮崎県

12/11

転出（1 名）

②「会費の送金について」受領

<九州支部関係>
・令和 2 年度 第 2 回九州支部幹事会議

長崎大学病院 超音波センター

→

12/24

→ 不在） 12/24、

細川

利恵）

医療法人メディカル・セブン ながさきハートクリニック（清水 健彦

12/25
→

不

在）12/29

開催自粛のお知らせ」受領

氏名変更（2 名）

②NTT コムより「11 月分領収書」受領
③アミューズ企画より「角 2 透けない封筒請求書」受領
④一般財団法人日本科学技術連盟より「2021 年度医薬・医療統計セミナーのご案内」 受
領
⑤日本年金機構諫早年金事務所より「厚生年金保険・健康保険の加入状況の調査に

つ

①704148

森山 彩也子

②701687

浅田 理美

→
→

磯本 彩也子(ｲｿﾓﾄ ｻﾔｺ)
堀込 理美(ﾎﾘｺﾞﾒ ｻﾄﾐ)

12/11、

12/23

6.地区関係
南地区：冬季研修会は中止

いて（お願い）」受領
⑥株式会社ダイヤモンド社より「週刊ダイヤモンド定期購読キャンペーンについて」 受

中地区：冬季研修会は中止
北地区：冬季研修会は中止。送付物のメール運用を開始する。

領

離島地区：なし

⑦日本衛生検査所協会より「ラボ 1 月号」受領
⑧特定非営利活動法人子宮頸がんを考える市民の会より「4 月 9 日「子宮頸がんを

予

防する日」集中キャンペーン寄付のお願い」受領

〈審議事項〉
1.総務関係

⑨全国国民保険診療施設運営協議会より「第 59 回全国国保地域医療学会特集号について

①公益財団法人黒住医学研究振興財団より「2021 年度第 56 回「小島三郎記念技術賞」推

（送付）」受領
<会長報告>

薦依頼」及び「2021 年度第 40 回「福見秀雄賞」推薦依頼」⇒表彰審査委員会より、今回
は該当者なしの回答。⇒今回は推薦しない

①日臨技：第 4 回実技講習受講状況調査【回答済】1/12

②「4 月 9 日「子宮頸がんを予防する日」集中キャンペーン寄付のお願い」について→例

②長臨技ニュース第 4 号発行（HP 掲載）1/13
<慶弔>

年通り一口¥30,000 の寄付を行う。
③「第 70 回日本医学検査学会一般演題座長推薦について（お願い）」について

①浦壁順一郎技師（医療法人社団兼愛会前田医院）

御尊父様

弔電済み

２.システム関係

<発送作業>
発送作業 令和 3 年 1 月 25 日 長崎医療センター検査科カンファレンス室にて

ホームページリニューアル進捗状況について→試作品の説明を行った。全理事へ URL を送

①令和 2 年度第 6 回常任理事会速報、

３.経理部関係

②花粉メーリングリストお知らせポスター
2.システム関係

特になし

〈長臨技ホームページ関係〉

①第 3 回長臨技 Web セミナー（R-CPC）を令和 3 年 2 月 25 日（木）開催予定。演者は菖蒲

12/31 までのアクセス数

171,738

回

信して意見をいただく。

４.学術部関係
12 月のアクセス数

436

回

理事、司会進行は中村副会長がそれぞれ担当する。なお、3 月は Web セミナーを開催しな

・掲載

い。4 月に心電図についての Web セミナーを予定している。

①2020 年度長崎県輸血検査 Web セミナー

②Zoom の操作がわからない会員向けに手順書を作成したほうがよいという意見が出た。

②長臨技ニュース第 4 号

→作成する方向で対応する。

③「With コロナ時代

５.渉外・組織部関係

誹謗中傷を考える」啓発キャンペーンポスター

④第 2 回長臨技 Web セミナー（臨床化学）

特になし

⑤求人

６.その他

BML 長崎ラボ

⑥「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について」

①日臨技より「タスク・シフティング等医療勤務改環境改善推進事業の協力依頼について」

・削除

→令和3年2月末日までに対象を理事全員として研修会を開催する。開催日時は後日通知す

①第 23 回日本脳神経外科学会のお知らせ、②第 69 回日本医学検査学会の案内

る。理事は第１講～第４講の受講を済ませるように。

3.経理部関係

②定款、諸規程、細則について、変更すべき箇所がないか常任理事でチェックすること。

1. 入金：日臨技(R2 年度会費 1 名 、新型コロナ PCR・検体採取研修会補助金、

少なくとも、定款第2条にある「主たる事務所」は大村市に変更が必要。また、表彰規程
についても現状と合わないところがあるので検討する。

賛助会員会費(1 社)
2. 出金：長崎新聞社

新型コロナ誹謗中傷啓発活動寄付金、振込手数料、

11 月発送作業(12/4)行動費 、第６回常任理事会(12/17)日当、KDDI

③次年度総会に向けて→次年度総会は南地区が担当。総会号の編集は担当地区の副会長が
行うようにする。

4.学術部関係
第 2 回長臨技 Web セミナーについて

④今村先生祝賀会の件→祝賀会を開催する前提で花のみを贈ることとする。時期をみて祝

5.渉外・組織部関係

⑤次回の常任理事会を開催する前に会長、副会長による会議を行う⇒２月４日予定

賀会を開催し、その時記念品を贈るようにする。

