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● 九州医学検査学会通信 vol.4
２０１９年度 日臨技九州支部医学検査学会（第５４回）のお知らせ
熊本県臨床検査技師会会員の皆様、 こんにちは。

常務理事のメンバーで、先月、大分県別府市で行われた九州支部学会にて、来年の学会の宣伝をして
参りました。
多くの方にアピールできました。
いよいよ、学会準備が本格的になります。
これから約一年、運営にたずさわってみたいと思われる会員
の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お知らせ下さい。

（文責 松本）

● 熊臨技ＨＰの求人情報
熊臨技ＨＰの求人情報は毎月更新されています。お知り合いの方で求職されている方がおられましたら、
ホームページを活用して頂くようお勧め下さい。
※ 異動が生じた場合の事務手続きは会員自ら行って下さい。これは会員の義務です
当会への入退会・会員登録内容の変更等につきましては日臨技ホームページをご覧下さい。
本ニュース版の内容、部数不足、未着等については事務所、広報部までお問い合わせ下さい。
総務部： 熊本保健科学大学内
TEL:096-275-2268
FAX : 096-245-3172
担当：野中 喜久
広報部： 済生会熊本病院

E-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp
中央検査部

TEL：096-351-8000（内線 2052）
FAX：096-351-8780
担当 ：富田 文子 E-mail：ayako-tomita@saiseikaikumamoto.jp
事務所：〒860－0083

熊本市北区大窪 1 丁目６番３号

TEL：096‐324‐8477
FAX：096‐200‐1221
E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp

技師会ホームページ:http://kuma-amt.or.jp/

平成 30 年度

第 7 回熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録

日

時： 平成 30 年 10 月 9 日（火）19：00 ～21:10

場

所： 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 カンファレンスルーム
（熊本市中央区本荘 1-1-1、TEL：096-373-5607、FAX：096-373-5687）

出席者： 田中、松本、福吉、今田、逢坂、西村、野中、大塚、富田、井島、竹内、田上
＜報告事項＞
1、会長報告；日臨技・九州支部関係 検体採取等に関する厚労省指定講習会受講促進、九州支部会議開催（10/5）
熊臨技関係 第 3 回理事会、施設連絡責任者会議、宮島喜文国政報告会（11/4）
2、各部報告
・総務（野中）
：日臨技及び他団体等との連絡、会員動向
・広報（冨田）
：ニュース版の発行･発送
・組織（竹内）
：会員名簿発行準備 12 月号ニュース版とともに配布予定。意見交換会（9/27）42 名参加
・渉法（逢坂）
：平成 30 年度賛助会員募集 発行誌広告募集
・事業（井島）
：精度保証研修会実施（学術部合同開催）80 名参加 ｱﾝｹｰﾄ集計結果報告、
精度管理調査進捗状況

163 施設申込
（10/9 現在） 県医師会とともに広報方法を検討する必要あり。

・学術（今田）
：「くまもと医学検査」印刷準備、九州支部医学検査学会座長派遣

3名

・生涯教育（大塚）
：生涯教育研修会等の開催・参加登録
・経理（田上）
：通常経理報告、次年度予算案作成
・特別事業（西村）：法人報告書
3、第 3 回日臨技九州支部医学検査学会 大分 ﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ ﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ 2018 年 10 月 6 日・7 日
九州支部会議 10 月 5 日 次年度熊本担当 広報活動
4、熊本県歯科衛生士会から高齢者に対する口腔ケア・訪問歯科衛生士等の研修会講師依頼
済生会熊本病院 泉田技師派遣

10/14（熊本市）および 11/18（天草）

5、市民健康フェスティバル 10/21（熊本市総合体育館）肝炎ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる啓発活動も追加

ｽﾀｯﾌ 16 名

6、第 51 回熊本県医学検査学会 地区懇談会 10/27 水俣市
7、DVT 検診（KEEP プロジェクト）
：11/4 10 時～16 時 益城町木山仮設団地 ｽﾀｯﾌ 10 名確保
8、検査と健康展

11/17 イオンモール熊本

9、熊本県技師会リーダー育成研修会

ｽﾀｯﾌ募集中

2019 年 1 月 20 日 参加者募集

10、熊本シティ FM「健康サロン」（12/19 ｱﾙｺｰﾙ遺伝子：笹田技師、12/26 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ：逢坂理事）
11、その他
特になし
〈協議事項〉
1、医療法改正対策セミナー開催について
医療法改正について先日の九州支部会で、検査室が準備すべき書類の雛形を日臨技が近日中に提示する予定で
あるとの報告があった。また、2/11 には九臨技総合管理部門で研修会を長崎にて開催する予定である。これらの
ことを踏まえ施設連絡責任者会議（11/4）にて医療法改正の概要を説明する。また 2 月に行う精度管理報告会ま
たは 3 月の臨床検査講習会開催時までに、情報を集約し会員へ連絡することとなった。
2、第 54 回 日臨技九州支部 医学検査学会について
第 53 回 医学検査学会（大分）において、大臨技実行委員との顔合わせおよび引き継ぎを行った。まずは日臨
技への事業登録を行い、予算や趣意書の準備に取り掛かる。経費削減のためにも熊臨技で行うことと学会サポー

トセンターへ依頼するものを整理し、正式な見積もりをお願いする。企画等は順次検討していく。第 1 回実行委
員会（学会サポートセンターと熊臨技実行委員が参加）を 10/30 19 時～開催する。
3、熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクトについて
県内の検査品質の均てん化を目指して熊大循環器内科および中央検査部が主となり実態調査（アンケート調査）
から行う予定であったが、一部の地区では財源の確保が出来ないまま研修会を計画されている様子。熊臨技とし
ては、事業の継続のためにもまず全体を整理してから活動すべきとし、協力方法を検討することとなった。
4、その他


熊本県技師会リーダー育成研修会（1/20）には、自薦だけでなく部門長や地区理事の推薦など多方面から参
加者を募る（20 名程度）こととなった。内容は、日臨技講師による講演とファシリテーター型リーダーシッ
プのグループワーク。

平成 30 年 11 月吉日
会員各位
熊本県ニューリーダー育成研修会担当
熊本中央病院
逢坂 珠美

熊本県ニューリーダー育成研修会のご案内
この度、日臨技及び都道府県技師会の組織活性化、組織強化事業の一環として、次世代の人材育成を
テーマとした研修会を企画いたしました。
我々を取り巻く状況や、今後の日臨技事業や活動について共有をはかり、目まぐるしく変化する医療
情勢の環境分析、課題解決力、計画立案方法などを身につけ、技師会活動の要となる求心力のある次
世代リーダーを育成することを目的としています。コーチングセミナーでは、今後リーダーを目指す
方々にとって必要なスキル、スタッフ 1 人 1 人の個性や価値観を尊重し、主体性を引き出すコミュニ
ケーションスキルおよび会議の進め方などの技法を学びます。ぜひ、多くの方々の参加をお願い致し
ます。

【日 時】

2019 年 1 月 20 日（日） 9：20～16：00

【場 所】

熊本保健科学大学 講義室

【募集人数】 20～30 名程度
【受講対象者】熊本県臨床検査技師会会員であること
年齢は問わないが、臨床検査技師として中堅以上の経験を有するもの
研修や後輩指導に携わる方など
【受講料】
内 容
9：20
9：35
9：45
11：00

1000 円

(予定)
〜 9：35
〜 9：45
〜10：45
〜12：00

受付
オリエンテーション/開講式
日臨技、都道府県技師会の事業活動について
日臨技講師 未定
臨床検査技師の進むべき未来と次世代のリーダーに求めるもの
日臨技講師 未定
12：00 〜 13：00 昼食（各自でご用意ください）
13：00 〜 15：50 コーチングセミナー（ファシリテーター型リーダーシップ）
ファシリテーター＝「うながす人」を指す。発想やコミュニケーション、行動をう
ながす・・など様々な「うながすスキル」を学ぶ。質問のスキル、傾聴のスキル、
承認のスキル、会議の進め方などロールプレイを取り入れて技法を学ぶ。
講師 LifeScan Japan 株式会社 鈴木 孝先生
15：50 〜 16：00 閉講式
【申込み方法】
施設名・氏名・連絡先（E-mail もしくは電話番号）を明記のうえ E-mail にてお申込み下さい。
【申込み・問い合わせ】
E-mail keiji-tanoue@saiseikaikumamoto.jp
済生会熊本病院 田上 圭二（TEL：096-351-8000 内線 8246）

平成 30 年 11 月吉日
会員各位
臨床微生物部門
部門長 磯﨑 将博

平成 30 年度第 2 回臨床微生物部門講演会のご案内

謹啓
向寒の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、第 2 回臨床微生物部門講演会を下記の日程にて開催いたします。特別講演に東京
医科大学微生物学講座教授の大楠清文先生をお招きし、
「臨床微生物検査の最新トピックス
2018」というテーマでご講演いただきます。年末でお忙しいことと存じますが、皆様お誘い
合わせの上ご参加下さいますようお願い申し上げます。
謹白
記
日時：平成 30 年 12 月 1 日（土） 14：00～17：00（13：30～受付）
場所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 3 階第 3 講義室（予定）
内容
特別講演
「臨床微生物検査の最新トピックス 2018」
東京医科大学 微生物学講座 教授 大楠 清文 先生
話題提供 1～2 演題
一般演題 2～3 演題

講演会終了後、大楠先生を囲んで忘年会を開催いたします。参加を希望される方は 11 月
20 日までに磯崎（m.isozaki75@gmail.com）までお申し込み下さい。

共催：熊本県臨床検査技師会、ベックマン・コールター株式会社

平成 30 年 11 月吉日
会員各位
臨床微生物部門
部門長 磯﨑 将博

第 3 回臨床微生物部門遺伝子実技講習会のお知らせ

謹啓
向寒の候 会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 30 年度第 3 回臨床微生物部門遺伝子実技講習会を下記要領にて開催いたしま
す。 経験者はもちろんのこと、特に遺伝子検査を未経験の方は奮ってお申込みいただきま
すようお願い申し上げます。
謹白

記
日

時：平成 30 年 12 月 15 日（土曜日） 9：00～16：00

場

所：熊本保健科学大学 1305 実習室（予定）

募集人数：12 名
内

容：大腸菌 POT 法、核酸クロマト、その他

参 加 費：3000 円
持
申

参：昼食、白衣、手袋、マスク、筆記用具など
込 ：磯崎（ m.isozaki75@gmail.com

共催：熊本県臨床検査技師会、関東化学株式会社

）までメールにてお申込み下さい。

平成30 年9 月吉日
会員各位
（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 支部長 佐藤
（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 学術部長 百田
九州支部遺伝子分析部門長 佐藤
実務担当 佐々木

元恭
浩志
謙一
大介

日臨技九州支部卒後教育研修会 『第4回 遺伝子部門研修会』 のご案内
記
メインテーマ「遺伝子関連検査 up to date」
主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部
担当：（一社）長崎県臨床衛生検査技師会
日時：平成30 年12 月1 日(日) 13：00～17：20
会場：九州大学医学部 総合研究棟1 階 セミナー室105
受講料：3000 円
定員：50 名（予定）
申し込み方法：日臨技ホームページより事前登録を行いお申込みください。
プログラム
12：30～12：55 受付開始
12：55～13：00 開講式
13：00～15：00 講演
「（仮）感染症分野の遺伝子検査」 赤松 紀彦 技師（長崎大学病院）
「（仮）移植医療の遺伝子検査（HLA typing）」黒田 ゆかり（九州ブロック血液センター）
「（仮）造血器腫瘍の遺伝子検査」森 沙耶香 技師（長崎大学病院）
15：00～16：00 スイーツセミナー
「（仮）がんゲノム医療の幕開け」シスメックス株式会社
16：10～17：10 特別講演
「（仮）悪性リンパ腫と遺伝子異常」
長崎大学病院 長崎病理医育成・診断センター 教授
新野 大介 先生
17：10～17：20 閉講式

【申込・問い合わせ先】
〒852-8501 長崎県長崎市坂本1-7-1
長崎大学病院 検査部 佐々木 大介
TEL:095-819-7421
E-mail：d-sasaki@nagasaki-u.ac.jp

平成 30 年 11 月吉日
会員各位
臨床生理部門
熊本労災病院 吉田 健一

第 2 回臨床生理部門意見交換会(懇親会)のお知らせ
拝啓 菊花の候、会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、臨床生理部門では、『熊本県下の施設で生理検査に従事する技師』を対象に、下記の通り
第 2 回目の意見交換会(懇親会)を企画いたしました。
◎研究班と会員の交流
◎会員同士の横の繋がりを築く
以上を目的としていますが、1 年間の我々の活動に対して、参加者の視点から意見が聞ける、貴
重な機会でもあると考えております。師走のお忙しい時期であることは重々承知しておりますが、
万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますようご案内申し上げます。熊本県下で生理検査に携
わっている技師（会員・非会員問わず）の方ならどなたでも構いません。趣旨をご理解いただき、
多くの方々のご参加をお待ちしています。
敬具

記

日時：2018 年 12 月 8 日(土) 19:00～
場所：未定 (参加人数によって場所が変わります)
会費：4000 円～4500 円程度
申込み締切：2018 年 11 月 16 日(金)
＊参加を希望される方は、必要事項(お名前、所属施設名、会員番号)をご記入の上、
下記アドレスまでご登録をお願いいたします。

ykecho@kumamotoh.johas.go.jp
＊臨床生理部門のグループＬＩＮＥに参加されている方は、そちらでの登録でも構いません。その際は、私(吉田
健一)個人宛てにご連絡ください。詳細は追ってご連絡いたします。

以上

平成 30 年 11 月吉日
会員各位
国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 中央検査部
助教

宇宿弘輝 部長

国立大学法人 熊本大学医学部附属病院

松井啓隆

循環器内科学
教授

辻田賢一

熊本県臨床検査技師会
会長

田中信次

熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクトのご案内と
ハンズオンセミナー開催のお知らせ
拝啓

時下、会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、この度熊本大学医学部附属病院中央検査部では、当院循環器内科、ならびに熊本県臨床検
査技師会と連携し、
「熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクト」を立ち上げる運びとなりま
した。これは、アンケート調査により、県内の様々な医療施設で行われる心血管エコー検査の実態
を明らかにし同検査の課題を洗い出すこと、また、これにより浮き彫りとなったことを参考に、医
療施設間の検査品質の均てん化を推進するといった活動内容にて展開するものです。さらに、こう
した活動を通じて、県内の心血管エコー検査実施技師ならびに医療機関のネットワークを構築し、
災害時に必要となる血管エコー実施技師の確保等にも繋げていきたいと考えております。
この度、当プロジェクトでは、熊本県臨床検査技師会臨床生理研究班との共催で、下記の通りハ
ンズオンセミナー（心エコー・腹部エコー）を企画いたしました。第一回目の活動となるこのセミ
ナーは、阿蘇地域における医師、看護師、技師等を対象にしております。今後不定期ではあります
が、県北、県南、天草地域での開催も考えておりますので、是非ご参加くださいますようよろしく
お願い申し上げます。
敬具

記
【日時】2018 年 11 月 25 日(日) 11 : 00 ~ 16 : 00(予定)
【場所】阿蘇医療センター
【内容】心エコー・腹部エコーの講義とハンズオン （初心者向け）
【参加対象】阿蘇地域の臨床検査技師、診療放射線技師、看護師、医師
【参加費】医師 4500 円、臨床検査技師（会員）1500 円、（非会員）4500 円
看護師・診療放射線技師 3000 円
＊講義のみの参加

臨床検査技師（会員）500 円、その他 1000 円

【参加申込先】阿蘇医療センター検査室 高村

和弘

TEL：0967-34-0311

E-mail：takamura-k@aso-mc.jp
※事前登録制となっております。E-mail でお申し込みの際は、『氏名』・
『所属施設名』・
『技師会会
員番号』
・『心臓 or 腹部』を記載してください。申し込み期限は 11 月 16 日(金)までとなります。
尚、当日は各自昼食をご準備ください。白衣は必要ありません。
以上

熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクト
代表幹事

宇宿弘輝

熊本県臨床検査技師会
臨床生理部門長

吉田健一

阿蘇医療センター
検査室

高村和弘

熊本超音波画像研究会

第 23 回熊本超音波画像研究会開催のご案内
謹啓
日増しに秋の深まりを感じる季節となりました、皆様におかれましては益々ご健勝のこと
とお慶び申し上げます。
この度、第 23 回熊本超音波画像研究会を開催致しますのでお知らせ致します。
今回は乳腺について、
「乳腺超音波の基礎と症例」の演題を予定しています。MMG や MRI と
の対比も示して頂きます。また、症例検討も予定しています。
皆様、乳腺超音波検査に携わっている方のみならず、日常の診療で直接乳腺超音波の検査に
携わらない方もぜひご参加ください。
謹白
記
日時：平成 30 年 11 月 29 日（木） 18:30～20:30
会場：くまもと森都総合病院 5 階大会議室 AB

（ 受付・機器展示 18:00～ ）

内容
1． 症例検討（ 18:30 ～ 19:10 ）
休

憩 （19:10～19:30）

機器展示（18：00 から行っています）

2． 教育講演（19:30～20:30）

『乳腺エコーの基礎と症例』

くまもと森都総合病院

安丸 愛先生

※ 参加費として 500 円徴収させていただきます。（熊本県放射線技師会会員は 200 円）
世話人
熊本赤十字病院
西小野昭人、本田明日香
くまもと森都総合病院
佐伯建彦
高野病院
美濃尚人、松本徹也
日赤熊本健康管理センター
小山大樹

済生会熊本病院
田上真之介、太田雄
熊本大学附属病院
清水紀恵
熊本機能病院
高石朋毅

主催 熊本超音波画像研究会
後援 一般社団法人熊本県放射線技師会
協力 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
GE ヘルスケアジャパン株式会社
株式会社 日立製作所ヘルスケア
シーメンスヘルスケア株式会社
株式会社フィリップスジャパン
問い合わせ
くまもと森都総合病院 佐伯建彦 TEL 096-364-6000(内線 6120)
大腸肛門病センター高野病院 美濃尚人 TEL096-320-6510

糖尿病予防フォーラム in 人吉球磨

参加報告

10 月 14 日（日）、「第 7 回とっておきの音楽祭 in ひとよし」が催され、その会場内で糖尿病
予防フォーラムが開催されました。

例年、この糖尿病予防フォーラムでは人吉保健所を
中心に、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士、
理学療法士、臨床検査技師、社会福祉士などの多職種
の医療従事者と、市町村の福祉課、学校保健会が集ま
り、いろいろな側面から糖尿病予防にアプローチしよ
うという試みが行われています。
各団体が横一列にテントを連ね、測定や相談、運動
の仕方のアドバイスなどを行います。

当日は 8 名の臨床検査技師が参加しました。
血糖自己測定器を使用し、来場者の方に血糖値測定
の体験をしてもらいました。
血糖値がどのくらいだとよいのか、食後だとどのく
らいまで上がるのか、他にはどんな検査があるのか、
など実際に測定してみて色々な質問が出ました。
若い方の来場者も多く、血糖値の見方の説明を熱心
に聞かれていました。
お天気にも恵まれ、たくさんの方が来場されました。

蘇春堂 球磨病院

嶋原裕美

平成 30 年 10 月吉日
天草地区
臨床検査技師会会員

各位
熊本県臨床検査技師会
天草地区理事

片山卓也
岩崎晃史
公印略

天草地区研修会(血液部門)のご案内

謹啓
秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 30 年度天草地区研修会血液部門のご案内を申し上げます。
今回の研修会では、抗凝固薬 DOAC の特徴と DOAC が凝固検査に与える影響について
講演していただきます。また、学会で発表された DOAC 服用患者の出血・血栓リスクにつ
いてもご紹介していただきます。
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げ
ます。
謹白

記
日時：平成 30 年 11 月 9 日（金）
場所：天草地域医療センター

18 時 30 分～

健診センター

ヒポクラート

講演： 『抗凝固薬 DOAC と凝固検査の関わりについて』
講師：三村

徹先生

（シスメックス株式会社 福岡支店 学術サポート課）

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください
天草地域医療センター 酒井
連絡先 Tel:0969－24－4111
Mail:( labo@amed.jp)

11 月 研修会のお知らせ
必ず会員カードを持参下さい

指定なき場合、参加費は無料です。（但し会員のみ）
※非会員は 3,000 円です

11 月研修会予定
天草地区研修会
専門-20

開催日時･会場
平成 30 年 11 月 9 日（金）
18：30～

連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
酒井 美香
臨床生理部門
専門-20

天草地域医療センター
健診センターヒポクラート
平成 30 年 11 月 14 日
19：00～20：00

連絡先：0965-33-4151
熊本労災病院
吉田 健一
熊臨技特別事業講習会
専門-20

熊本中央病院

内
容
抗凝固役 DOAC と凝固検査の関わりに
ついて
講師：三村 徹先生
シスメックス株式会社
神経伝導検査の基本的手技

大講堂
講師：西村 康平技師
熊本機能病院
平成 30 年度認知症対応力向上講習会 B

連絡先：096-373-5697
熊本大学医学部附属病院
西村 仁志
輸血細胞治療部門
専門-20

平成 30 年 11 月 17 日（土）
13：00～17：00
～18 日（日）
9：00～15：00
熊本大学医学部付属病院
山崎記念館 1 階研修ホール
平成 30 年 11 月 17 日（土）
14：00～16：00

連絡先：096-384-2111
熊本赤十字病院
吉田 雅也
県央地区研修会
専門-20

熊本赤十字病院
研修・研究センター
平成 30 年 11 月 21 日（水）
18：30～20：00

症例提示 1
徳永さやか（人吉医療センター）
症例提示 2
岩崎季歩（人吉医療センター）
症例提示 3
岩崎晃史（天草地域医療センター）
無散瞳眼底カメラ撮影と、最新の３次元
眼底検査とは？

連絡先：096-248-2111
国立病院機構菊池病院
石本 哲人
病理細胞部門研修会
専門-20

熊本再春荘病院 ２階
臨床研究部治療技術研究室
平成 30 年 11 月 22 日（木）
18：30～20：00

講師：鳥越 春樹
株式会社トプコンメディカルジャパン
営業本部 営業企画部
特殊染色・免疫組織化学染色サーベイ
報告・解説

連絡先：096-364-6000
くまもと森都総合病院
遠山 亮佐
臨床生理部門
専門-20
連絡先：0965-33-4151
熊本労災病院
吉田 健一
臨床血液部門研修会
専門-20
連絡先：096-384-2111
熊本赤十字病院

熊本医療センター
研修センター
平成 30 年 11 月 25 日（日）
11：00～16：00

講師：遠山 亮佐
くまもと森都総合病院
講師：石原 光浩
熊本大学医学部付属病院
心エコー・腹部エコーの講義と
ハンズオン（初心者向け）

阿蘇医療センター

平成 30 年 11 月 27 日（火）
18：30～20：00

演題 1：PT と APTT の異常値について
演題 2：採血における注意点と検査値に
及ぼす影響について

エスアールエル
津田 勉
臨床生理部門
専門-20

熊本医療センター
研修ホール
平成 30 年 11 月 30 日（金）
19：00～20：00

講師：遠見 真理先生
積水メディカル株式会社
頸動脈エコー検査の最新ガイドラインに
ついて

連絡先：0965-33-4151
熊本労災病院
吉田 健一
県南地区研修会
専門-20

熊本医療センター
２階研修室２

講師：中本 菜美先生
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

平成 30 年 11 月 30 日（金）
18：30～

採血業務における注意点
講師：未定
積水メディカル株式会社 学術部

連絡先：0966-22-3121
球磨病院 臨床検査科
嶋原裕美

球磨病院 7 階研修室

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
平成30年12月～平成31年2月
月

日

場

所

熊臨技生涯教育委員会
主

題

内

容

ｶﾘｷｭﾗﾑ名称

区分

点数

12月1日 熊本市

臨床微生物部門研修会

第２回臨床微生物講演会

検体検査

専門

20

12月15日 熊本市

臨床微生物部門研修会

第３回臨床微生物遺伝子実習講習会

検体検査

専門

20

1月24日 熊本市

病理細胞部門研修会

講演会

検体検査

専門

20

2月14日 熊本市

病理細胞部門研修会

サーベイ結果報告会

検体検査

専門

20

※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3,000円といたします。

11 月の月間行事予定
11 月 4 日（日）九州 CVT の会
11 月 9 日（金）天草地区研修会
11 月 14 日（水）臨床生理部門研修会
11 月 17 日（土）全国検査と健康展
輸血細胞治療部門研修会
九州支部 微生物部門研修会
11 月 17 日（土）～18 日（日）認知症対応力向上講習会
11 月 21 日（水） 県央地区研修会
11 月 22 日（木） 病理細胞部門研修会
11 月 25 日（日）臨床生理部門研修会
11 月 27 日（火）臨床血液部門研修会
11 月 29 日（木）第 23 回熊本超音波画像研究会
11 月 30 日（金）臨床生理部門研修会
県南地区研修会
熊本県医学検査学会演題募集締切

