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第447 号

ポメラニアン

8 歳のポメラニアン、名前はちびたです。
基本甘えん坊ですが、ポメラニアンらしく気性の荒い一面もあります（けっこう吠えます）。散歩に行く
のは好きですが、すぐに歩き疲れて、抱っこして帰ることが多々あります・・　車に乗るときは、ハンド
ル越しに景色を見るのが大好きで、バイクをライバル視しています。チーズとヨーグルトが大好物で、見
つかると目を見開き、狂ったように飛びついてきます。
                                                                      
                                                      　　　　　　久木野津恵子さん・拓己さん　（済生会熊本病院中央検査部）

日臨技九州支部卒後教育研修会

『第12回生物化学部門研修会のご案内』

県南地区研修会のご案内

熊本県 健診・人間ドッグセミナー

８月の研修会

熊臨技「生涯教育講座研修課程」プログラム
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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。 

 
 

 

 

   九州学会 参加型特別企画、参加者大募集！ 

 

 熊臨技企画 Let’s think! 〜さあ、みんなで考えよう～ 

 

高度化・複雑化した医療現場で「チーム医療」を推進するには、互いに連携・補完しあう考え方が重

要であり、それは検査室の中でも同様です。「考える力」、「伝える力」、「決める力」、そして「人を動か

す力」といったノンテクニカルスキルを学び体感していただく方を募集しています。 

業務に役立つ内容となっております。 

学んでみたい方、また、若いスタッフに学ばせたいとお考えの方、どうぞ、熊臨技

HP よりお申し込みください。 

お待ちしております。 

 

 九州学会 HP にプログラムが掲載されました。 

   熊臨技 HP より九州学会のバナーをクリック、詳細をご確認ください。 

 

 

 

● 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 

 

 

 

 

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  E-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp 

 

    広報部： 済生会熊本病院  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: 3 月 9 日より 新アドレス  https://kuma-amt.or.jp  

●  

tel:096-275-2268
mailto:nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp
mailto:ayako-tomita@saiseikaikumamoto.jp
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令和元年度 第 4 回 熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録 

 

日 時： 令和元年 7月 9日（火）19：00 ～21:30 

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、野中、大塚、富田、逢坂、井島、田上、西村 

欠席者： なし 

 

＜報告事項＞ 

 1. 会長報告；日臨技・九州支部関係 九州支部学会への宮島会長の参加は 11/2の夜になる様子。11/3

の国政報告会の後に帰京予定。本年度は精度管理血清作成を熊本県が担当（熊大中央検査部を中

心に）する。熊臨技関係 熊本県ﾘｰﾀﾞｰ育成研修会は今年度開催見送り。 

 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（富田）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送 次年度のﾆｭｰｽ版をﾎﾟｽﾀｰ形式での発行を検討中。 

   ・組織（副会長）：特記事項なし  

   ・渉法（逢坂）：特記事項なし 

   ・事業（井島）：精度管理調査是正報告書送付完了、第 7回熊本県精度保証研修会（8/3） 

 ・学術（今田）：九州支部医学検査学会部門企画の進捗状況。一般演題のｽｹｼﾞｭｰﾙ調整および座長

数の決定。部門長会議（7/12陣内病院）、「くまもと医学検査」論文募集 

   ・生涯教育（大塚）：生涯教育研修会等の開催・参加登録 あじさいｾﾐﾅｰ（6/15）新人 23名参加  

   ・経理（田上）：通常経理報告  

・特別事業（西村）：法人報告書（6/28提出） 

 3．熊本市民健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 9月 29日 熊本市総合体育館  担当：逢坂・大塚  

今年度より、開会式を縮小し、閉会式は取りやめとなる。技師会のﾌﾞｰｽが縮小されることから血

管年齢のﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄと整理券配布を止める。肝炎ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる啓蒙活動と検査技師養成校の紹

介も行う。 

4．検査と健康展 11 月 30 日 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 内容は昨年同様とし、ｽﾀｯﾌの募集をﾆｭｰｽ版（10 月号）

で行う。 

5．その他  

   

＜協議事項＞ 

1．後援依頼について 

9月 9日に検診・人間ﾄﾞｯｸｾﾐﾅｰが大塚製薬主催で開催される。ﾃｰﾏは「嚢胞腎について」でﾊﾟﾈﾙﾃﾞ

ｨｽｶｯｼｮﾝを予定している。熊臨技に後援依頼があり、承諾との返事を送ることとなった。 

2．人材（求人）ﾃﾞｰﾗﾊﾞﾝｸについて 

  最近の人材（産休代替やﾊﾟｰﾄ）不足対策の一つとして、人材登録制度を検討してはどうかとの意

見が挙がった。公益法人としての縛りもあることから中々難しい面もあるが、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用

して、求人と求職の両方から登録できるような仕組みを検討していきたい。 

 

      以上 



                                 令和元年 7月吉日 

会員各位 
                       熊本県臨床検査技師会会長 田中信次 

臨床検査総合部門長 西村仁志 
令和元年度 日臨技、熊本県臨床検査技師会主催 

「 ベッドサイド実践講習会 」 開 催 案 内 

（旧）多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会 

 

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。 

国民の医療に対するニーズの多様化、複雑化により臨床検査技師の職域も検査室から外来

や病棟へとより患者の身近での検査業務が求められております。日臨技では、各都道府県

技師会から中央講習を受けた企画担当者が中心となり、昨年度から、３年間、各都道府県

単位で多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会より名称を一新し「ベッドサイド

実践講習会」を開催致します。 

熊本県臨床検査技師会では、昨年度に続き今年度も、本講習会を開催し、臨床検査技師に

他職種業務を周知させ、もって臨床検査技師のチーム医療への参画及び質的向上を図りた

く存じます。 

皆様には、ご多忙の折とは存じますが、多数の参加をお願い致します。  

謹白   
記 

 
【日  時】  令和元年 8月 24日（土）25日（日）  各日 10:00～17:00 

【場  所】  熊本大学病院 山崎記念館  １階研修ホール 

【参 加 費】  1,000円 

【募集人数】  先着５０名 

【内  容】 ・臨床検査技師が他職種業務を知る意義 
・知っておくべきベッドサイド機器管理、 

・知っておくべきベッドサイド患者移送技術、 

・知っておくべき薬理 

・知っておくべき患者心理と家族とのコミュニケーション 

【申込方法】  熊本県臨床検査技師会ホームページの研修会申し込みより、 

必要事項「①会員番号②氏名③施設名」を入力して申し込む。 

もしくは、以下のメールへ必要事項を記載し、申し込んで下さい。 

       熊本大学病院 中央検査部 西村仁志 

       メールアドレス：h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp 

【問合せ先】  熊本大学病院 中央検査部 西村仁志 (TEL 096-373-5697)  

 



令和元年 7月吉日 

技師会会員各位 

 

「令和元年度 認知症対応力向上研修会」（熊本県）開催案内 

 

１．開催日時 

令和元年 9月 16日（月・祝日）9時 00分～16時 00分（受付 8：30より） 

２．会場 

熊本大学病院 山崎記念館 １階研修ホール 

３．カリキュラム 

  企画担当者：新屋敷 紀美代（熊本第一病院）、西村仁志（熊本大学病院） 

 テーマ 進行 

60分 

神経心理学的検査総論 

～認知症疾患医療センター、物忘れ外来、認知症

スクリーニングで主に活用される検査～ 

ビデオ視聴 

講師：国立長寿医療研究センター       

もの忘れセンター長 櫻井孝 

60分 
ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム  

検査総論 

ビデオ視聴 

講師：鳥取大学医学部教授          

日本認知症予防学会理事長 浦上克哉 

90分 
ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム  

検査の実習 
企画担当者が進行 

60分 ＡＤＡＳ検査総論 

ビデオ視聴 ※実習内容の一部を含む 

講師：鳥取大学医学部附属病院神経内科鳥取県基

幹型認知症疾患医療センター臨床心理士   

浜田実央 

30分 ＡＤＡＳ検査の実習 企画担当者が進行 

60分 
患者対応で困った事例  

みんなで考えよう！ＴＤＡＳ体験！ 
企画担当者が進行・対応 

※適宜休憩を設定します。 

４. 主催：日本臨床衛生検査技師会、熊本県臨床検査技師会 

５. 募集定員 

最大 15 ～ 30名（先着順） 

６．受講料：1,000円 

７．申込み期限 

  令和元年 7月 1日から 8月 31日まで（ただし定員になり次第締め切ります） 

８．修了証：研修会修了者に履修修了証を熊本県臨床検査技師会が発行 

 日臨技生涯教育研修制度 一般教育研修課程 専門教科 20点 

 認定認知症領域検査技師制度 10点 

９．事前参加申込方法 

  熊本県臨床検査技師会ホームページの研修会申し込みより、必要事項「①会員番号 

②氏名③施設名」を入力して申し込む。 

もしくは、以下の問い合わせ先メールへ必要事項を記載し、申し込んで下さい。 

＜問い合わせ先＞ 

 熊本大学病院 中央検査部 西村仁志 

 電話（ 096-373-5697 ） メール（ h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp ） 

以上 

mailto:h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp


    熊本市民健康フェスティバルスタッフ募集 

                      令和元年 7 月吉日 
             熊本県臨床検査技師会 渉外法規部 逢坂珠美 

 
熊本地震の影響により休止となっていた熊本市民健康フェスティバルが昨年より再開され、 

本年度も開催されることとなりました。当会も昨年同様いくつかの企画を準備いたしました。 
つきましてはご協力いただけるスタッフを募集いたしますので、会員の皆様の積極的な参加を 
お願い致します。 

 
記 

日 時：令和元年 9 月 29 日（日） 9：00～16：00（予定） 
会 場：熊本市総合体育館（大体育室） 

 
事業内容 

1）肝炎コーディネーターによる肝炎の啓蒙と相談 
2）血管年齢測定 
3）臨床検査技師職業紹介 

 
募集（予定）人数 
 ①血管年齢測定 8 名  ※経験は問いません 
 ②肝炎コーディネーター  2 名 

  ③受付・誘導  2 名 
 
申込方法 

  氏名・勤務先・連絡先（TEL）・希望の業務（上記①～③）を明記のうえ、E-Mailにてお送り 
ください。 

 
申込先 

熊本県臨床検査技師会 渉外法規部  
熊本中央病院 逢坂 珠美  

Tel    096-370-3111(内線 1515) 
E-Mail  t-osaka@kumachu.gr.jp  

※件名に “健康フェスティバルスタッフ申込み” とお書きください。 
 送信後１週間たっても返信がない場合はお手数ですが電話でご連絡ください。 

募集受付期間 令和元年 8 月末日 

      ※出勤者は、生涯教育点数（組織活動） 20 点の対象となります。 

mailto:t-osaka@kumachu.gr.jp


令和元年 8月吉日 

会員各位 

熊本県臨床検査技師会会長 田中信次 

同事業部門長 井島廣子 

令和元年度熊本県臨床検査精度管理調査のご案内 

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。 

熊本県臨床検査精度管理調査は、検査精度の品質向上を目的に、熊本県医師会と共同で当会会員所属

施設に限定せず、臨床検査業務を行っている医療施設を対象として実施しております。会員の皆様方

におかれましては、下記に示します、令和元年度熊本県臨床検査精度管理調査へ参加いただきますよう

宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 
◇ 熊本県臨床検査精度管理調査実施日程について（詳細は熊臨技ホームページで確認願います） 

１．参加申し込み開始：令和元年８月１日（木）から 

  参加申し込み締切：令和元年９月３０日（月）２４時 申し込み画面閉鎖 

※本精度管理調査の参加申し込みに当たっては原則インターネットで行います。 

２．調査の手引書とフォトサーベイ集 ：令和１年１０月１日(月)より Web上で公開予定 

３. 調査試料発送日 ： 令和元年１０月８日（火）（例年と違いますのでご注意下さい） 

４. 結果報告締切日時 ： 令和元年１０月２３日（水）２４時 結果回答画面閉鎖 

５．参加費の振込期限 ： 令和元年１０月３１日（木） 

  ※参加申し込み時に見積書・請求書を発行しメールでお送り致します。 

◇ 実施項目内容 

１．基本項目 コースⅠ：①臨床化学（27項目） ②血 液（５項目） ③尿一般 

コースⅡ：③尿一般 

２．オプション項目（①～④の４種類） 

 ①免疫７項目 ②ヘモグロビンA1c  ③輸血３項目 ④フォトサーベイ（６部門） 

◇ 参加料金（税込） 

申込組合せ 参加料金（税込） 
コースⅠ（臨床化学、血液、尿一般）のみ 10,000 円 
コースⅡ（尿一般）のみ 1,000 円 

※オプション項目を 1種類追加ごとに 1,000円追加となります。 

◇ 問い合わせ先 

  熊本県臨床検査精度管理調査  事務局 事業部門担当 

   陣内病院  井島廣子 （電話：096-363−0011） 

 熊本県臨床検査精度管理調査  実務担当 

 熊本大学病院  西村仁志 （電話： 096-373-5697） 



日臨技九州支部卒後教育研修会『第 12回 生物化学部門研修会』のご案内 

【メインテーマ】「検査室外の機器の管理・運用」 

 

【日時】2019年 9月 7日(土) 8日(日) 【受講料】 8,000 円 【懇親会費】6,000 円 

【募集人員】80 名【締め切り】2019年 8月 31 日（定員になり次第締切） 

【会場】ホテルニュータンダ 〒850-0843 長崎県長崎市常盤町 2−24  TEL  095-827-6121 

【宿泊】同ホテル 宿泊費 7,776円(朝食付き) 駐車場限りあり。早めに申し込みを。 

 

プログラム 

1日目 9月 7日（土） 

11：00 受付開始 * 必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。 

11：30 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ「日立自動分析装置の特長と自動分析装置３５００のご紹介」  

株式会社日立ハイテクノロジーズ 柴田 邦貴 先生 

13：00 教育講演Ⅰ「試薬検討時に必要なアレコレ」長崎医療センター 浦崎 航 技師 

13：50 教育講演Ⅱ「ﾁｰﾑ医療と POCT 」今給黎総合病院 臨床工学課 齋藤 謙一 先生 

14：50 教育講演Ⅲ「JCI施設における POCTについて」 済生会熊本病院 春田 昭一 技師  

15：40 特別講演Ⅰ「臨床化学検査の精度保証−POCTを中心にー」栄研化学 小林 隆 先生  

16：40～18：00  実習 「POC実技・体験」 

18：30～20：00 懇親会 会場：ホテルニュータンダ  

20：30～21：30 ﾅｲﾄｾﾐﾅｰ「医療法改正後の大分県の動向」大分県立病院 伊賀上 郁 技師  

2日目 9月 8日（日） 

8：50 ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ「遺伝子検査の現状とこれから」ミズホメディー 古賀 稔 先生  

9：30  Reversed-CPC ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ JCHO 諫早総合病院 総合診療内科 永井 友基  先生 

11：45 修了式 

【申込方法】 

・日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)から会員専用ページより申し込み。 

・事務手続きのため、下記申し込み先に以下の項目についてメールにてご連絡下さい。 

①氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス 

 ⑧ランチョンセミナー参加の有無 ⑨宿泊の有無 ⑩懇親会参加の有無   

＊1 週間以上経過しても返信がない場合にはご連絡下さい。 

 

【申込・問い合わせ先】 長崎大学病院 検査部   臼井 哲也 

TEL：095-819-7406 FAX：095-819-7983  E-mail：t-usui@nagasaki-u.ac.jp 

※ 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理技師更新 B+C 10単位 

※ POCコーディネーター取得(予定)者 4単位 

※ 詳細は熊臨技 HPでご確認ください。https://kuma-amt.or.jp 

http://www.jamt.or.jp/
mailto:t-usui@nagasaki-u.ac.jp


 
令和元年７月吉日 

熊本県臨床検査技師会 

県南地区会員各位 

 

一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

会長 田中 信次 

県南地区理事 麻生 靖子 

地区理事（代理）井上 博幸 

 

県南地区研修会のご案内 
 

 

拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より技師会活動にご協力いた

だき深く感謝申し上げます。 

さて、このたび下記の地域連携感染対策研修会との共催で、県南地区研修会を開催する運

びとなりました。つきましては、ご多用とは存じますが、万障繰り合わせのうえ出席を賜り

ますようお願い申し上げます。 

敬具  

 

               記 
 

日 時：  ８月８日（木曜）１８時３０分～２０時 

 

場 所：  JCHO熊本総合病院 14階熊本総合病院ホール 

 

内 容：  地域連携感染対策研修会（主催 JCHO熊本総合病院） 

 

司会：JCHO熊本総合病院 院内感染対策委員長  

江藤 健一郎 先生  

 

         特別講演 

         『今日からできる感染管理～主役はあなた～』 
 

エスアールエル学術顧問（前 KKR大手前病院臨床検査部長） 

 

            山中 喜代治 先生  
 

 

 

○病院駐車場をご利用の方は、駐車券をご持参ください。 

お問い合わせ 

(代)0965－32－7111 

JCHO熊本総合病院 検査部 木下 まり 



※当日は、ご参加の確認のため、ご施設名、ご芳名の記帳をお願い申し上げます。なお、ご記帳頂きました個人情報は、本講演会の出席者の確認及び次回
のご案内の為に共催関係者のみで使用し、その他第三者に提供する事はありません。また、適切に管理し、使用目的達成後に速やかに廃棄いたします。

講演１

講演２

演者・・・・・

Program

お問合せ先 〒860-0804 熊本市中央区辛島町3-20 NBF熊本ビル9F Tel 096-359-1777   大塚製薬株式会社 熊本支店医薬課

主催 大塚製薬株式会社
後援 熊本県臨床検査技師会

医療法人社団同友会 春日クリニック 人間ドック・健診センター長

吉本 貴宜 先生

令和元年 9月 9日(月) 19：00～

市民会館 シアーズホーム 夢ホール 2F 大会議室
熊本県熊本市中央区桜町1番3号
TEL.096-355-5235

熊本県 健診・人間ドック セミナー
～のう胞性腎疾患を考える～

日 時

会 場

19:05-19:35

19:35-20:20

熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学 助教 泉 裕一郎 先生

総合司会・・・

演者・・・・・

熊本労災病院 臨床検査技師 吉田 健一 先生

パネルディスカッション 20:20-20:50

ディスカスタント・・・熊本県総合保健センター
熊本日赤健康管理センター
済生会熊本病院 予防医療センター
JA熊本厚生連 健康管理センター

コメンテーター・・・・熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学 助教 泉 裕一郎 先生
医療法人社団同友会 春日クリニック 人間ドック・健診センター長 吉本 貴宜 先生

特別発言

熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学 教授 向山 政志 先生

20:50-20:55

開会の辞 熊本県臨床検査技師会 会長 田中 信次 先生



8 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 

 

8 月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

県南（人吉・球磨）地区 

研修会 

専門-20 

 

連絡先：0966-22-2191 

人吉医療センター 

杉本 勝郎 

令和元年 8月 7日（水） 

   18：00～ 

 

 

人吉医療センター 

3階 研修室（2） 

「梅毒の検査・診断・治療」 

 

講師：鈴木 拓先生 

株式会社 シノテスト 

県南地区研修会 

専門-20 

 

連絡先：0965-32-7111 

熊本総合病院 

木下 まり 

令和元年 8月 8日（木） 

   18：30～20：00 

 

熊本総合病院 

14階熊本総合病院ホール 

「今日からできる感染管理」 

～主役はあなた～ 

 

講師：山中 喜代治先生 

エスアールエル学術部門 

天草地区研修会 

専門-20 

 

連絡先：0969-24-4111 

天草地域医療センター 

岩崎 晃史 

令和元年 8月 22日（木） 

   18：30～ 

 

天草地域医療センター 

健診センター2階会議室 

「フローサイトメトリー法による尿中有形 

成分の測定」～尿沈渣について～ 

 

講師：西野 拓先生 

シスメックス株式会社 

 

臨床検査総合部門 

専門-30 

 

 

 

連絡先：096-373-5697 

熊本大学病院 

西村 仁志 

令和元年 8月 24日（土）～ 

25日（日） 

  各日 10：00～17：00 

 

 

熊本大学病院山崎記念館 

1階研修ホール 

ベッドサイド実践講習会 

・臨床検査技師が多職種業務を知る意義 

・知っておくべきベッドサイド危機管理 

・知っておくべきベッドサイド患者移送 

技術 

・知っておくべき薬理 

・知っておくべき患者心理と家族との 

コミュニケーション 

臨床生理部門研修会 

専門-20 

 

 

 

 

 

連絡先：0965-33-4151 

熊本労災病院 

吉田 健一 

令和元年 8月 24日（土） 

13：00～17：30 

 

 

Ⅰ部 熊本大学臨床医学 

教育研究センター 

Ⅱ部 熊本大学病院中央検査部 

生理機能検査室 

「頚部血管エコー検査の基礎」 

泉田 恵美技師 

済生会熊本病院 

「災害時における下肢静脈エコー検査」 

原田 翔平技師 

熊本大学病院 

「熊本地震における熊本県災害医療 

コーディネーターの活動」 

笠岡 俊志先生 

熊本大学病院 教授 

県北研修会 

専門-20 

 

連絡先：0968-63-1115 

荒尾市民病院 

石橋 浩三 

令和元年 8月 29日（木） 

   18：30～ 

 

公立玉名中央病院 

2階 大ホール 

「標準採血法ガイドライン（GP4-A3）の 

改訂点と凝固検査のピットホール」 

 

神谷 侑輝先生 

積水メディカル株式会社 

 



月　日 場　所 主　題 内　容 カリキュラム名称 区分 点数

9月1日 天草市 臨床生理部門研修会 K-CHAP心エコー、腹部エコーハンズオンin天草 生体検査 専門 20

9月7日 熊本市 染色体・遺伝子部門研修会 PCRの原理を学んで遺伝子変異を見つけ出す 検体検査 専門 20

9月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 認定一般検査技師試験対策～寄生虫編～ 検体検査 専門 20

9月13日 熊本市 臨床血液部門研修会 特別講演会「臨床医に届けよう、形態から感じるその違和感」 検体検査 専門 20

9月16日 熊本市 熊臨技特別事業講習会 令和元年度認知症対応力向上研修会 基礎 専門 20

9月26日 熊本市 病理細胞部門研修会 講演会（当院で経験した肝胆膵疾患から疾患概念を学ぶ） 検体検査 専門 20

9月29日 熊本市 熊本市民健康フェスティバル 組織 組織 20

10月2日 菊池市 県央地区研修会 酵素項目を主体とした生化学検査のピットホールとその対応について 検体検査 専門 20

10月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波検査士認定試験対策勉強会 生体検査 専門 20

10月10日 熊本市 臨床一般部門研修会 認定一般検査技師試験対策 検体検査 専門 20

10月22日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査（基礎編） 検体検査 専門 20

10月24日 熊本市 病理細胞部門研修会 第３回症例検討会 検体検査 専門 20

11月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 筋電図勉強会 生体検査 専門 20

11月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 症例検討会（グループディスカッション） 検体検査 専門 20

11月16日 熊本市 臨床微生物部門研修会 第３回講演会 検体検査 専門 20

11月26日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査（応用編） 検体検査 専門 20

11月28日 熊本市 病理細胞部門研修会 第４回症例検討会 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。

熊臨技生涯教育委員会

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

令和元年9月～11月
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