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日　時：　令和 2年 10 月 13 日（火）19：00 ～ 20：30
場　所：熊臨技事務所（大窪 1丁目 6-3、TEL096-324-8477、FAX200-1221）
出席者：　田中、松本、福吉、今田、野中、大塚、富田、井島、田上、西村、逢坂
欠席者：　なし
＜報告事項＞
　1、会長報告：　日臨技・九州支部関係：コロナウイルス対応（事務連絡）、生涯教育点 数付与の確認（都道府県と合
　　同で開催している研修会での点数付与は認めない）、第70回医学検査学会（2021.5.15福岡）演題募集開始、九州支
　　部会議（11月中）は ZOOMで開催ほか　熊臨技関係：COVID-19 検査に関する研修会（9/19 熊本市、9/26 八代
　　市、10/10 玉名市）開催、「検査と健康展」中止ほか
　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　
　　・組織（副会長）：特になし
　　・渉法（逢坂）： 特になし
　　・事業（井島）：令和 2年度熊臨技精度管理調査試料配布済み、〆切 10/28
　　・学術（今田）：部門長会議（10/18　熊本県医師会館大ホール）Web セミナーの手順説明
　　・生涯教育（大塚）：特になし 
　　・経理（田上）：特になし
        ・特別事業（西村）：特になし
＜協議事項＞
1.　熊本県医学検査学会および臨時総会について（10/18（日）　熊本県医師会館）
　　　WEB配信（LIVE、オンデマンド）を実施するにあたり学会サポートセンター（約40万円）に依頼した。準備は
　　順調に進んでいる。
2.　新型コロナウイルス関連
　　　会長報告にもあるが COVID-19 研修会（熊本県と合同）をこれまでに計 4回開催した。のべ 80名程度が研修を
　　受け、経費は 100万円ほどであった。今後、熊本県に経費を請求する予定。一応、本研修会開催は一旦終了とし、
　　今後の様子をみながら検討する。
3.　検査と健康展について（11 月 8 日　イオンモール熊本）
　　　コロナウイルス感染拡大に伴い、今年度は中止とする。
4.　ZOOM機能を用いた講習会、会議について
　　　必要な機器（マイク等）とマニュアルは準備済み。実施要領を部門長会議（10/18）で説明する。
　　各種会議（常務理事会、理事会、部門長会議、部門会議）でも活用していく予定。また熊臨技事務所のネット環境
　　の整備を早急に行い、大型モニターやスクリーン等も準備する予定。
5.　臨床検査講習会について（12 月 6 日）
　　　「心臓超音波検査における標準化（仮）」をテーマに計画中。現在、熊本県医師会に詳細を確認中。
　　後日医師会より回答あり：今年度は熊本県医師会館で開催し、Web 配信とする。講演は熊大病院 宇宿先生に依
　　頼済み。詳細は今後検討する。
＜その他＞
　今田理事を中心に熊大病院肝疾患センターと連携し「肝疾患コーディネーターの会（仮）」を立ち上げ、ウイルス性
　　肝炎の知識向上や拾い上げ活動の強化を目指す。
　勉強会の開催に向けて部門長と各地区（県南、県北、天草）に以下のものを配布する（但し、県南地区は八代・水
　　俣と人吉地区の 2か所とする）
　　部門長：消毒用エタノール、予備マスクの管理、感染防止マニュアル、健康チェック表
                  （消毒用エタノール、予備マスクは無くなり次第熊臨技事務所へ連絡し補充する。）
　　各地区：体温計、消毒用エタノール、予備マスク、感染防止マニュアル、健康チェックシート
　　生涯教育部で管理している受付用 PCには健康チェックシートと感染防止マニュアルを帯同させる。

　

熊本保健科学大学からのお知らせ
　「品質保証・精度管理学共同研究講座」及び「大学院修士課程」設置のご案内

　熊本保健科学大学（以下、熊保大）と化血研は、国内初の「品質保証・精度管理学共同研究講座」を令和2年 10月 1日付けで熊保大に設置し、令和3年 4月 1日には、大学院修士課程に品質保証・精度管理に関する

科目を開講します。近年、病院等の臨床検査室では、国際規格 ISO 15189「臨床検査室・品質と能力に関する特定要求事項」認定を取得し、「業務管理」「文書管理」「データ・情報管理」「精度管理」などの品質保証

体制の構築に取り組んでいます。ISO 15189 認定のメリットである①スタッフを含めた臨床検査室の質向上、②検査データの信頼性の確保、③医療サービスの向上に加え、2016 年度から「国際標準検査管理加算」の

新設や 2018 年度の「医療法改正による精度管理責任者の設置」などにより、認定を目指す施設は年々増加傾向にあります。しかし、ISO 15189 認定施設では、日常検査業務の他に、内部監査、リスクマネジメント、

文書・記録の作成や保管管理、内部・外部精度管理などの業務が加わりマンパワー不足に苦慮しているのも現実です。

　当大学院では、客員教授に松原朱實氏（ISO 15189 上席主任審査員・元熊保大教授）をお迎えし、ISO 15189 とは何か、認定取得のメリットや取得後の効果、内部監査員と継続的改善、ISO 15189 審査員の役割

などについて系統的な教育を行うと同時に、認定取得後の業務の効率化や改善策を総合的に研究し、保健医療分野における品質保証を牽引する人材を育てていきます。熊保大大学院では、現在、品質保証（精度管理）

に興味のある方、ISO 15189 認定取得施設及び認定を今後目指す施設からの社会人入学を募っております。

お問合せ先：熊本保健科学大学 医学検査学科教授　杉内博幸 TEL:096-275-2111( 内 )1303

E-Mail: sugiuchi@kumamoto-hsu.ac.jp

　

令和 2年度 第 7回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

2020年度臨床検査講習会     ～　プログラム　～

第 1回臨床微生物部門研修会のご案内

　　　　　　　　　事務局からのお知らせ

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 :　https://kuma-amt.or.jp 

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。

日　時：2020 年 12 月 6日（日）14時～ 17時
会　場：Web 配信
※　詳細は後日お知らせします
　　　　　　　　　　『心エコー図検査のトピックスと標準化』
　　熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会では日常診療等における臨床検査の重要性から、
　医師、看護師、臨床検査技師等の方々を対象に臨床講習会を毎年開催しております。
　　今回、熊本大学循環器内科宇宿弘輝先生から心臓超音波検査のトピックスと標準化に関
　するご講演、症例検討をWeb配信にて開催いたします。明日から日々の臨床業務に役立つ
　情報が満載です。

色彩あふれる紅葉の美しさに心弾む季節となりました。すっかりご無沙汰しておりますが、
会員の皆様におかれましてはお元気でご活躍のことと存じます。
さて、今年度最初となります第 1回臨床微生物部門研修会を下記の日程にて開催致します。
皆様、多数のお申込み下さいますようお願い申し上げます。
なお、コロナウイルス感染症を考慮し、Web 開催といたしますが、ご了承ください。

日時：令和 2年 12月 5日（土）　14：30～ 17：00（14：15～接続可）
Web: sisco webex 使用
参加には事前登録のうえ、こちらからミーティング番号、パスワードをご連絡いたします。
参加申し込み先：　ict@kumamotoh.johas.go.jp  森口 宛
申込時に本人確認を行いますので氏名、施設名、受信可能なメールアドレス、電話番号を
必ず記載してください。
締め切り：令和 2年 11月 20日

情報提供　14:30 ～ 14:45
「在庫管理システムの紹介」

教育講演 1　14:45 ～ 15:30
「コロナ検査における核酸抽出の重要性」

教育講演 2　15:30 ～ 16:15
「SARS-Cov-2 検査の実際について」
質疑応答等　16:15 ～ 17:00　
Web 配信終了は 16:40 頃です

堤化学　桑原　聖

共催：熊本県臨床検査技師会、関東化学株式会社

関東化学株式会社 試薬事業部
バイオケミカル課　小林　宗良

天草地域医療センター　磯崎　将博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合司会　　　井島　廣子（陣内病院）
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　熊本県医師会　会長　福田　稠　先生
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　ちとせ循環器内科　中島　卓弥技師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 演者　熊本大学病院循環器内科　宇宿　弘輝先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

進行　　　　熊本大学病院循環器内科　宇宿　弘輝先生
コメンテーター　　　　御幸病院　西上　和宏先生
済生会熊本病院　富田　文子技師

熊本県臨床検査技師会　会長　　田中　信次

14:00-14:10   開会挨拶　 　　　　　
　　　　　　　　　　　 
14:10-15:10 講演　『心エコー図検査のトピックスと標準化』　

15:10-15:25　 休憩（準備）・換気
15:25-16:50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『心エコー図検査症例検討』
　　　　　　
　　　　　　【症例提示施設】　　　　　　　　　
　　　　　　 熊本大学病院　済生会熊本病院
16:50-17:00 　 閉会挨拶

初めてのweb を利用した、熊本県医学検査学会が無事に終了しました。
多くの皆様にご参加いただきました。ご協力くださった皆様にお礼申し上げます。
なお、一般演題は 11月 17日（火）まで視聴可能です。是非ご覧ください。
視聴後、視聴ページ下段の参加確認アンケートフォームよりアンケートを送付すること
で参加証明となり点数が付与されます。また、一般演題への質問も、同じフォームより
お送りください。回答は後日HPにて公開いたします。　
                                                                            第 52 回熊本県医学検査学会長　横山俊朗

●　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



2020（令和２年） 11 月行事予定表
  熊本県臨床検査技師会
Kumamoto association of Medical Technologists

一般社団法人
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
Email：kumaringi@tos.bbiq.jp

行事の追加・日程変更・中止等の情報は
熊臨技ウェブサイトでご確認下さい。 
http://www.f7.dion.ne.jp/~famt

第 70 回日本医学検査学会 in 福岡　
一般演題受付締切

定例会議

※行事予定表には掲載ミスや印刷後の変更等がときどき生じます。訂正情報を熊臨技ウェブサイト『月間行事予定』コーナーに掲載していますので、
　　　　 参加予定の研修会・勉強会に変更・訂正・中止等の情報がないか、確認してからお出かけいただきますようお願いいたします。

日本臨床衛生検査技師会ウェブサイトには、臨床検査技師が知っておくべき最新情報が掲載されています。
　　　　　　　　　　　　 日常的にチェックして情報収集にお役立て下さい。
　　　　　　　　　一般社団法人日本臨床衛生検査技師会　http://www.jamt.or.jp
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