平成 29 年度

第 12 回

常務理事会議事録

日

時：

平成 30 年 3 月 14 日（水）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：

増永、田中、松本、坂口、河野、福吉、川口、逢坂、西村、工藤、野中

欠席者：

今田

＜報告事項＞
1、会長報告；日臨技・九州支部関係；第 20 回日本在宅医学会開催（4/29 グランドプリンス
ホテル新高輪）、九州支部学術部門長・部門員の選任依頼、九州支部会議にて第 54 回九州支部
医学検査学会（熊本県担当）の進捗状況報告。熊臨技関係；熊本地震シンポジウムで日臨技
丸田常務理事が発表予定、災害協定書の進捗状況。
2、各部報告
・総務（野中）：日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等
・広報（坂口）：ニュース版の発行･発送
・組織（河野）：特記事項なし
・渉法（逢坂）：平成 30 年度賛助会員募集、発行誌広告募集

現在までそれぞれ 30 社、8

社申込あり。
・事業（福吉）：臨床検査講習会

3/10（土）

・学術（今田）：全国医学検査学会座長推薦

アンケート結果報告

平成 29 年度くまもと医学検査配布

・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録
・経理（工藤）：通常経理報告
・特別事業（西村）：初級職能開発講習会
3、日臨技九州支部会議

H30.2.17（土）

3/18（日）
福岡市

八仙閣

増永

松本

野中

田中

参加

4、第 11 回医療・保健・福祉連携学会
テーマ「在宅医療を支える多職種連携」H30.2.24（土）県医師会館

13：00～

医療技術連携部会「在宅医療における臨床検査技師の可能性」済生会熊本病院 福重翔太技師
5、表彰推薦委員会

H30.3.8 くまもと森都病院

6、KEEP DVT 検診

H30.3.10（土）阿蘇医療センター

仮設団地

熊臨技会員出動は 3/11 のみ

7、初級職能開発講習会

18：30～

3.11（日）益城町

下肢エコー

H30.3.18（日）山崎記念館

採血

第 3 回理事会

来熊

出席

テクノ及び木山

合わせ 8 名参加予定

1 階ホール

9：00～15：30 日臨技より宮島会長、横地副会長
8、平成 29 年度

遠山、今田、松本 田中

8：30 受付開始

講演予定

29 名参加予定。

H30.3.24（土）KKR ﾎﾃﾙ 16：00～

9、厚労省大臣表彰、伊藤機一賞、福見秀雄賞、医事功労者県知事表彰祝賀会
H30.3.24（土）KKR ﾎﾃﾙ 18：00～
10、熊本地震シンポジウム 2017 H30.4.22（日）
11、第 67 回日本医学検査学会

H30.5.12～13 浜松市

12、法人化 30 周年創立 65 周年記念式典
場所

熊本市医師会館

ザ・ニューホテル熊本

来賓

アクトシティ浜松

H30.6.2 式典

事前受付 2/1～

祝賀会

宮島

喜文

日臨技会長 招待者の選任

13、第 50 回熊本県医学検査学会 担当 県央地区

場所

熊本保健科学大学

学会長 増永純夫技師（熊本中央病院） 実行委員長

逢坂

特別講演

KKT ｱﾅｳﾝｻｰ 村上

一般演題 22 題

ｽｨｰﾂｾﾐﾅｰ

ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽ

14、第 53 回日臨技九州支部

美香氏 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 3 社

医学検査学会 担当県

大分

H30.6.3

珠美技師（熊本中央病院）

ﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ

H30.10/7・8

15、第 51 回熊本県医学検査学会
学会長

水俣医療センター

担当

県南地区

麻生技師(予定)

16、その他
＜協議事項＞
1、第 54 回日臨技九州支部


医学検査学会

について（日程

テーマなど）

当初予定していた熊保大では Wi-Fi 等の環境が整っておらず、また施設利用の確約が取り
にくいことから市民会館等を含めて再検討することとなった。学会サポートセンターなど
の業者を利用し計画していく予定。前回の長崎での学会を参考に見積を依頼し、業者の選
定を行う。また、テーマは公募する。5 月末を〆切とし、ニュース版で案内する。

2、遺伝子部門の立ち上げについて


活動計画書では 5 月末または 6 月に第 1 回勉強会を開催する予定である。但し、3/24 の
理事会で承認されなければならないことから、正式に決定してから準備にとりかかる。予
算内（10 万円）に収まるようメーカー共催などを利用する。

3、熊本シティエフエム「健康サロン」テーマと出演者について（6/20、12/19、12/26）


協議の結果、下記の通りとなった。
6/20 テーマ 遺伝子（肝炎）

肝炎コーディネーター：今田理事が調整する

12/19 テーマ

遺伝子（アルコール）

12/26 テーマ

インフルエンザ

笹田技師（予定）

逢坂理事

4、その他


会費の値上げについて
ここ数年、赤字が続き新規事業や特別事業などの支出金の捻出のため、熊臨技会費（現行
6000 円）を値上げする案が提出された。今度の理事会で承認されれば H30 年度総会に議
題として提案する。



あじさいセミナーは 6 月 9 日で調整する。

第50回熊本県医学検査学会 進捗状況 第二弾！
第50回熊本県医学検査学会 学会長 増永 純夫
平成30年6月3日（日）開催の第50回熊本県医学検査学会準備状況についてお知らせ致します。

特別
講演

演題決定！！

「カラダとココロの話をしませんか？」
元KKTくまもと県民テレビ アナウンサー 村上 美香先生

ランチョン

メーカーおよび演題決定！！

ランチョンセミナー1
（提供）ベックマン・コールター株式会社
新たな風～新製品 ジーンエキスパートとDxC700AU～
ベックマン・コールター株式会社 福田 亘

横尾 隆

ランチョンセミナー2
（提供）株式会社カイノス
輸血検査の基礎を振り返ろう♪
～ABO・RhD血液型検査の基礎とカラム凝集法の基礎～ ～DG製品のご紹介～
株式会社カイノス 学術部 西村 拓人

ランチョンセミナー3 （提供）アークレイマーケティング株式会社
HbA1cの基礎と測定時の注意点
アークレイマーケティング株式会社 学術推進チーム 三枝 祐介

事前申し込みは必要ありません。学会当日8：30より整理券（弁当引換券）を
配布いたします。 先着順210名（70名×3部屋）となりますのでご了承ください。
本学会では、“第50回”にちなんで、ランチョンセミナー参加者のうち抽選で50名様
に粗品を差し上げます！

スイーツセミナー
他人事ではない！？もしかしたらあなたも訴えられるかも・・・？
臨床検査技師が対象となった訴訟事例について
メディクプランニングオフィス 久保田 雅博先生

飲物・お菓子を準備しています！
お楽しみに・・・

（一社）熊本県臨床検査技師会
会
長 増永 純夫
生涯教育部長 川口 謙一

「あじさいセミナー2018」のご案内
謹啓 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、熊本県臨床検査技師会では「あじさいセミナー2018」を下記の通り開催致します。
このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く 6 月に開催しています。
講演終了後はボウリング大会や懇親会も予定しております。
つきましては、新入会員、新卒・入会予定技師の方ばかりでなく、一般会員の方も多数の参加を
お願い申し上げます。
謹白

記
開 催 日：平成３０年６月９日(土)
会

内

１４：００～１６：００

場：同仁堂ホール スタジオライフ
熊本市中央区上通町２－７

（ＴＥＬ）096-325-8131

容：
13：30
14：00
14：10
15：00
15：10
15：40
16：00
16：30
18：00

受 付
オリエンテーション
「接遇（医療事故をふまえて）」
西山
休 憩
「これからの検査技師と検査技師会（仮）」 増永
常務理事・学術部門長紹介
移動（スポルト/大劇ボウル 16：15 集合）
ボウリング大会（スポルト/大劇ボウル）
懇親会（麦菜館を予定）

明美

技師（あきた病院）

純夫

技師（熊本中央病院）

会

費：新卒・入会予定者
１０００円（セミナーのみ）
２５００円（セミナー＋ボウリング＋懇親会）
一般会員
４６００円（ボウリング＋懇親会）
３０００円（懇親会のみ）
申込締切：平成３０年５月３１日(木)
申込方法：氏名、勤務先、連絡先（ＴＥＬ）、セミナー受講の有無、ボウリング参加の有無
懇親会参加の有無を明記の上、メールまたはＦＡＸにて下記までお送りください。
申 込 先：〒861-8520
熊本市東区長嶺南２丁目 １-１
熊本赤十字病院 検査部
吉田 雅弥
（電 話） 096-384-2111（内線 6371）
（ＦＡＸ） 096-384-8891
（メール） m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp
担

当：(一社)熊本県臨床検査技師会

生涯教育委員会

テーマ募集します

第 54 回

日臨技九州支部医学検査学会（熊本県担当）の
お知らせ

平成 31 年 10～11 月に開催する九州学会のテーマを募集します。ここ数年の一
文字シリーズにとらわれることなく、自由な発想（日本語以外も可）で応募し
てみませんか？

締め切りは 5 月末日です。なお、採用者には記念品を進呈します。奮ってご応
募下さい！お待ちしています!!

＜応募先＞
担 当 ：総務部 野中 喜久
Ｅ-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp

平成 30 年 3 月吉日
会員各位
生物化学分析部門
部門長 山内露子

生物化学分析部門（化学・免疫・情報研究班） 研修会のご案内
謹啓 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。
今回、生物化学分析部門においては、日常検査に欠くことのできない検査、血液ガスに
ついて開催致します。血液ガスを使用するなら必ず知っておきたい基礎を学びます。
会員,他職種の方々には多数の参加をお願いいたします 。
謹白
記
【日

時】 平成 30 年 4 月 19 日 (木)

【場

所】 熊本大学医学部附属病院 中央検査カンファレンス室

【参 加 費】 会員、他職種 無料
【講

18:30～20:00

(非会員 3000 円)

演】 （仮）
『血液ガス 〜基礎コース〜』
（株）ラジオメーター 三沢 泰一 先生

外来診療棟 3F

（中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室）

【連絡先】

熊本大学付属病院

中央検査部

山内露子

(TEL 096-373-5700)

平成 30 年４月吉日
会員各位
臨床生理部門
熊本労災病院 吉田健一

臨床生理部門意見交換会(懇親会)のお知らせ
春陽の候、会員の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。
さて、先月もご案内しました通り、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、意見交換会(懇親会)の開催を予定しています。

◎研究班と技師会員の交流 (研究班のメンバーと活動内容を知っていただく)
◎会員同士の横の繋がりを築く (特に小規模施設、相談しやすい環境を作る)
以上を目的としています。
熊本県下で生理検査に携わっている技師会員の方ならどなたでも構いません。
今年度から入職された新人の方は是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
多くの方々と交流できることを楽しみにしています。
記

☆ 日時：2018 年 5 月 26 日(土) 19:00～
☆ 場所：未定
(参加人数によって場所が変わります。
現時点では、上乃裏通りにある【壱乃倉庫】を予定しています。)
☆ 会費：4500 円
以上

現在 50 名程度の参加予定です。100 名程度で計画しておりますのでぜひご参加く
ださい。

＊ 参加ご希望の方は、必要事項（名前、会員番号、施設名)を
ご記入の上、下記アドレスまでご登録をお願い致します。

ykecho@kumamotoh.johas.go.jp
締め切り 2018 年 4 月 27 日（金）

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
平成30年5月～平成30年7月
月 日 場 所
主 題
5月未定 熊本市 遺伝子部門研修会
5月未定 熊本市 臨床生理部門研修会
5月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
5月未定 熊本市 臨床検査総合部門研修会
5・6月未定 熊本市 臨床微生物部門研修会
5月10日 熊本市 臨床一般部門研修会
5月17日 熊本市 生物化学分析部門研修会
5月22日 熊本市

臨床血液部門研修会

5月24日
6月未定
6月未定
6月3日
6月3日

病理細胞部門研修会
臨床生理部門研修会
臨床血液部門研修会
第50回熊本県医学検査学会
平成30年度定時総会

熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市

6月9日 熊本市

あじさいセミナー2018

6月14日 熊本市

臨床一般部門研修会

6月16日 熊本市

生物化学分析部門研修会

6月28日
7月未定
7月未定
7月未定
7月12日

病理細胞部門研修会
臨床生理部部門研修会
輸血細胞治療部門研修会
臨床血液部門研修会
臨床一般部門研修会

熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市

内

容

遺伝子検査（初心者編）
心電図の基礎
輸血検査（血液型・交差適合試験）
診療報酬改訂について
耐性菌
もっと詳しくみてみよう ～上皮細胞類の細胞質～
血液ガス ～応用コース～
日常遭遇する貧血症
～細胞鑑別から形態診断・臨床へのアプローチ・追加検査までのポイント
第１回症例検討会
血液ガスの基礎
血液像、骨髄像（２級・認定試験対策）

①病院における接遇
②これからの検査技師と検査技師会
尿沈渣（異型細胞、赤血球形態について）
生化学検査初心者講習会 ～基礎コース～
①検体と採血管
②正しいピペット操作
③吸光度測定法
④反応過程の見方
⑤生化学分析装置の概要
⑥メンテナンス、精度管理
第２回症例検討会
心エコー・腹部エコーハンズオン研修会
輸血検査（不規則抗体）
症例検討会
髄液検査について

＊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。

熊臨技生涯教育委員会
ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
検体検査 専門 20
生体検査 専門 20
検体検査 専門 20
基礎 20
検体検査 専門 20
検体検査 専門 20
検体検査 専門 20
検体検査

専門

20

検体検査
生体検査
検体検査

専門
専門
専門
専門
基礎

20
20
20
20
20

基礎

20

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

検体検査
生体検査
検体検査
検体検査
検体検査

専門
専門
専門
専門
専門

20
20
20
20
20

