平成 25 年度 第 4 回常務理事会
日 時 ： 平成２５年７月９日（火）18：30 ～21：00
場 所 ： 熊臨技事務所会議室（大窪 1 丁目 6-3、TEL096-324-8477、FAX200-1221）
出席者：瀧口、原田、増永、松本（珠）
、山本、坂口、田中、池田、徳永、中潟、寺本
欠席者： なし
＜報告事項＞
１、会長報告；日臨技関係（検査と健康展について、精度保障施設認証１０００施設達成活動について、検査・説明
ができる臨床検査技師育成指導者研修会について、認定心電検査技師制度について、福島県における甲状腺検査
への技師派遣について）九州支部関係（九州支部部門員選出、米坂氏の応援について）その他（叙勲推薦、熊本
県医療ソーシャルワーカー協会創立 50 周年式典）
２、各部報告
・総務（松本ﾀ）
；会員動向（7/9 現在 1015 名）
、
・広報（山本）
；ニュース版の発行･発送、くまもと医学検査の発行完了について、会員名簿発行準備状況
・組織（坂口）
；地区再編について
・渉法（田中）
；平成 25 年度賛助会員募集（現在 43 社）
、広告募集、健康フェス計画（9/28,29）
・事業（池田）
；平成 25 年度熊本県精度管理調査 10 月中～下旬に計画、7/24 精度保障委員会開催予定
・学術（徳永）
；学術講演会（婦人科）計画 10/19（土）
、
・生涯教育（増永）
；生涯教育研修会の開催・参加登録（6 月分まで完了）
・経理（中潟）
；通常経理報告
・特別事業（寺本）
；熊臨技創立 60 周年・法人化 25 周年記念誌の発行計画
３、平成 24 年度県知事医事功労者（佐藤泰彦氏）医専連表彰（廣瀬英治氏）祝賀会 6/22；エルセルモ八代
参加者 107 名（来賓を含む）
、アトラクション；秀岳館高校 雅太鼓
４、第 45 回熊本県医学検査学会報告（学会長；佐藤泰彦、実行委員長 井上博之）
「過去から未来への臨床検査」
日時・場所：平成 25.6/23 八代ハーモニーホール、演題 30 題、優秀演題表彰 5 名、ランチョンセミナー158 名
（5/31 現在数）学会参加者（会員 303 名、申請中 5 名、賛助会員 17 名）
５、平成 25 年度定時総会（平成 24 年度事業報告、決算報告）6/23 13:10～14:10
日臨技宮島会長 来訪、正会員 1012 名（会場出席 195 名、委任状 576 名）
６、米坂氏の支援・九州地区決起集会（6/29 福岡）出席；瀧口、原田、中潟、松本
７、第 48 回九州支部医学検査学会（平成 25 年 10/5,6）福岡市 演題・抄録受付 期間延長あり
８、第 49 回九州支部医学検査学会（平成 26 年 11/1,2）沖縄；宜野湾市
９、第 46 回熊本県医学検査学会 会期：平成 26 年 6 月 8 日、担当：熊本市周辺地区
会場候補：菊池文化会館
学会長（三牧理事；菊池郡市医師会病院）
10、第 47 回熊本県医学検査学会 担当地区；天草地区（八代学会にて打診）
11、長崎県技師会創立 60 周年・法人化 25 周年祝賀会（7/6 出席；増永）
12、シティ FM 出演（6/19 今田幸技師）
（6/26 大隈雅紀技師）
、
（7/17 田崎隆二技師）新生児関連テーマ
＜協議事項＞
１、熊臨技創立 60 周年記念・法人化 25 周年記念誌の発行について
平成 25 年 10 月末発行予定。200 頁程度。業務分担決定。論文・著書の自己申告、写真募集
今後は技師会で学会・ニュース版などのデータを記録する媒体を設置したい
２．地区再編について
１～３案（坂口理事作成）理事の選出及び学会担当を考慮
３、施設連絡責任者会議（8/24 熊本保健科学大学）内容：精度保障認証施設 1000 施設へ取得目標説明、地区再編成
について意見交換
４、一般社団法人移行手続き未処理分（公益目的財産額などの確定）7 月 10 日にオンライン登録完了
５、検査説明・相談ができる検査技師育成指導者研修会；県から 1 名推薦（今田龍市技師）
６、全国検査と健康展開催について；11/17 に予定 会場は未定、内容はパネル展示とパンフレット配布
７、ガン予防 STI 予防啓発に関する事業について（日臨技へ 2 か月前に連絡）
８、表彰推薦関連；第 42 回医療功労賞、厚生労働大臣表彰 常務理事会案は該当者なし
９、東洋羽毛工業の訪問販売について →会長から連絡
以上
次回会議；8 月 6 日（火）18:30～移動会議の予定

平成２５年７月吉日
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
施設連絡責任者
会員

各位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会長

瀧口 巌

日臨技精度保障認証施設 1000 施設目標にともなうセミナーについて（ご案内）
各位には益々ご健勝のことと拝察致します。
さて、日臨技では日臨技主催の外部精度管理調査およびデータ標準化事業に参加し、信頼性が十分
保証されていると評価できる施設に対し、「精度保証認証施設」として認定する制度を平成 22 年度
より発足しました。今年度はこの認定施設の 1000 施設達成目標をかかげています。
つきましては認証制度に関するセミナーを開催いたしますので、施設連絡責任者の方ならびに精度
保障認証制度に興味のある会員の方の多数の参加をお願いいたします。
参加の際には下記の申込書を送付ください。
記
日 時 ： 平成２５年８月２４日（土）１４：００～１５：００
場 所 ： 熊本保健科学大学 １号館 １３００ L 教室
演 者 ： 日臨技理事 精度保証認証委員会委員
西浦明彦先生 （国立病院機構九州医療センター）
講 演

：

精度保証施設認証制度の意義と取得状況
以上

※ 受講終了後、証明書を発行します。

8 月 24 日（土） 精度保障セミナー参加申込書

申込先： 熊本県臨床検査技師会事務所 FAX 096-200-1221
会員番号

申込締切 8 月 16 日（金）

お名前

ご所属

平成２５年７月吉日
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
施設連絡責任者 各位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会長

瀧口 巌

平成２５年度 施設連絡責任者会議について（ご案内）
各位には益々ご健勝のことと拝察致します。
さて、平成２５年度施設連絡責任者会議を下記の通り開催致しますのでご出席下さい。ご多用とは
存じますがよろしくお願い申し上げます。

記
【施設連絡責任者会議】
日 時 ： 平成２５年８月２４日（土）１５：００～１６：３０
場 所 ： 熊本保健科学大学 １号館 １３００ L 教室
１、報告事項
（１）一般社団法人移行について
（２）その他
２、協議事項
（１）熊本県技師会地区変更案について
（２）平成２５年度健康フェスティバル（9/28,29）出動依頼について
（３）日本臨床衛生検査技師会 精度保障認証施設1000施設目標について
（４）その他

以上
お願い：
施設連絡責任者の登録がなされていない施設が多々あります。１～２名しか在籍しておられない施設に
おかれましても、ぜひ登録をお願いいたします。
登録につきましては、責任者のお名前を総務 松本まで FAX もしくはメールでお知らせください。
（できれば、8 月中にご連絡ください）
FAX096-275-2169（直通） メール；matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp

へん

25 日臨技発第 79 号
平成 25 年 7 月 8 日

都道府県臨床(衛生)検査技師会
会 長 各 位
一般社団法人

日本臨床衛生検査技師会
会 長 宮島 喜文
( 公 印 省 略 )

福島県(県民健康管理調査)における甲状腺検査への
技師派遣について(依頼)
謹啓
平素は、当会の事業活動にご支援、ご協力を賜り厚くお礼を申しあげます。
さて、標記について、平成 25 年 4 月 23 日環保企発第 13041810 号により、環
境省総合環境政策局環境保健部放射線健康管理担当参事官から別紙のとおり、
派遣依頼がありました。
当会といたしましても、福島県民の継続的な健康調査に何らかの方法で、お
手伝いできないかと思っています。
つきましては、各都道府県検査技師会の皆さま方には、ご依頼の趣旨をご理
解いただき可能な範囲でのご協力をお願いいたします。
敬 白

≪連絡先≫

一般社団日本臨床衛生検査技師会
℡03-3768-4722
Mail jamt@jamt.or.jp
執行理事 津田聡一郎/事務局

川原緑

事務連絡 第 25 号
平成 25 年 7 月 8 日
都道府県臨床(衛生)検査技師会
会 長 各 位
一般社団法人

日本臨床衛生検査技師会
執行理事 萩原三千男

認定心電検査技師制度について
謹啓
平素は、当会の事業活動に御支援、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、認定心電検査技師試験につきましては、会員等の皆さま方には、色々ご
心配をおかけしています。
当試験につきましては、平成 25 年 5 月 7 日付「平成 25 年度の認定心電検査
技師制度について(報告)」にて、本制度について日本心電学会とのこれまでの
経緯を説明すると共に、日臨技としては従前どおりの制度を堅持することを報
告しております。
しかし、現状においては、認定心電検査技師試験が２本立てとなって、双方
から試験の実施案内が発信されており、会員および受験予定者の皆様に混乱を
生じさせる結果となっております。
この状況を受け、去る平成 25 年 6 月 24 日に日本心電学会の新理事長と、当
会の松本副会長と小職で協議の場を持ち、認定検査技師機構の枠組みの中で実
施することを視野に入れ、協力して行くことで一定の理解が得られております。
今後の対応として、日本心電学会の認定担当理事の住友先生を窓口に、協議
するため日程の調整を進めているところです。
受験を予定している会員の皆様や都道府県技師会から「どちらの試験を受験
するべきか」との問い合わせもいただいております。
現段階においては、日臨技による認定試験を受験することをお願いする一方
で、受験者や認定取得済みの方に不利益が生ずることがないよう、最善の解決
策を模索したいと考えております。
会員の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けしておりますが、ご理解のほど宜
しくお願いします。
貴職におかれましては、お忙しいとは存じまずか趣旨を理解して頂き、貴会
の会員に周知いただきますよう併せてお願い申し上げます。

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

熊臨技生涯教育委員会

平成25年9月～平成25年11月
月 日
9月未定
9月12日

場 所

主
題
城南地区研修会
熊本市 一般検査研究班研修会

9月14日

熊本市 輸血検査研究班研修会

9月18日
9月19日
9月20日
9月24日

熊本市周辺地区勉強会
熊本市 生化学・免疫・情報研究班研修会
熊本市 画像生理検査研究班研修会
熊本市 血液検査研究班研修会

9月26日

熊本市 病理・細胞検査研究班研修会

10月未定
10月3日
10月5日
6日

城北地区研修会
熊本市 一般検査研究班研修会

容

区分 点数

寄生虫について
症例検討会
認定輸血検査技師試験を受験して

専門

20

専門

20

免疫学的検査の基礎について
腹部エコー基礎
形態観察から形態診断へ ～その進め方～
第2回 症例検討会 症例1
第2回 症例検討会 症例2

専門
専門
専門

20
20
20

専門

20

アルブミン・クレアチニン試験紙の有用性を中心にして

専門

20

専門

20

専門

20

超音波基礎工学
九州血液センターについて（仮）
日赤主催研修について
微生物検査の最新のトピックス

専門

20

専門

20

専門

20

講演会
下肢動脈閉塞性病変の検査
ABI・TBI検査の判読と注意すべきポイント
SRPP検査の有用性と判読
第3回 症例検討会 症例1
第3回 症例検討会 症例2

専門

20

専門

20

専門

20

福岡市 九州地区医学検査学会

10月22日 熊本市 血液検査研究班研修会
10月24日
11月未定
11月2日
11月9日
or23日
11月16日
11月20日
11月26日

内

熊本市 病理・細胞検査研究班研修会
城南地区研修会
熊本市 画像生理検査研究班研修会
熊本市 輸血検査研究班研修会
熊本市 微生物・公衆衛生研究班研修会
熊本市周辺地区勉強会
熊本市 血液検査研究班研修会

11月28日 熊本市 神経機能生理研究班研修会
11月28日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会

第49回 症例検討会 症例1
第49回 症例検討会 症例2
第49回 症例検討会 症例3
病理解剖について（仮）

＊上記プログラムの内容やカリキュラム名・区分・点数は変更される場合がありますので
ご了承下さい。
＊各研修会は会員の技師会費で運営されています、県技師会としては非会員の受講料を
一律3000円といたします。

