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日　時：　令和 2年 11 月 10 日（火）19：00 ～ 20:30
場　所：　熊本大学病院　中央検査部（熊本市中央区本荘 1-1-1、TEL096-373-5817、FAX373-5817）
出席者：　田中、福吉、逢坂、今田、野中、富田、井島、田上、笹田、廣瀬、山崎、山口
欠席者：　なし

＜報告事項＞
　1、会長報告；　日臨技・九州支部関係：第 70 回医学検査学会へ演題登録のお願い（九州各県は 30 題目標）、都
　　道府県災害マニュアルの改訂依頼（熊本地震で締結した災害協定書をベースに）熊臨技関係：支援金の受領（堤
　　化学様より）
　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　
　　・組織（山口）：会員名簿作成準備
　　・渉法（廣瀬）：広告費の返金処理完了
　　・事業（笹田）：令和 2年度精度管理調査〆切 11/7、1 月末または 2月初旬に報告会を計画。
　　・学術（今田、井島）：臨床検査講習会（12/6） Web 開催
　　・生涯教育（山崎）：特になし 
　　・経理（田上）：特になし
　その他
　　・熊本県医学検査学会終了報告　2020 年 10 月 18 日（日）
　　　　参加者（視聴者）数は後日確認。学術奨励賞表彰、特別講演他
　　・医保福連携学会の開催　　2021 年 2 月 14 日（日）　熊本県医師会館
　　　　手蓑技師（谷田病院）在宅医療について発表予定。
　　・公益法人掲出書類完了

＜協議事項＞
1.　各部引き継ぎのためのマニュアル作成
　　　役員改選に伴い、引き継ぎのためのマニュアルを作成する。役員交代の部だけでなく、継続する場合もマニュ
　　アル化しておく。
2.　研修会、講演会、会議開催について
　　　ZOOM機能を用いた研修会等の開催のために熊臨技専用のアカウントを取得した（管理者：今田理事）。マイ
　　クなどの機器は購入済み。熊臨技事務所のWi-Fi 環境は準備中である。12月には微生物部門で勉強会が開催され
　　る予定。
　　　対面による研修会ではマスク着用、消毒用エタノール設置、定期的な換気を心掛け、収容人数の半数を目安に
　　計画することとなった。

＜その他＞
　熊本県医学検査学会での表彰者が決定した。
　　優秀演題賞：「フリーソフト『試薬管理システム』を用いた当検査室での使用報告」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市立牛深市民病院　河島　慎一
　　若手研究奨励賞：「当センター健診腹部超音波検査における膵病変検出能の推移」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済生会熊本病院 予防医療センター　山本　紋子
　Web 会議等の開催時に発生する行動費などの支払い方法について検討していく。
　堤化学様より頂いた支援金の使用使途は今後検討する。
　12/23・12/30 に予定されているシティ FMの講演者を早急に打診する。本会議後、12/23 は楢原技師（熊本保
　　健科学大学）に快諾していただいた。12/30 は未決定。

　

メールアドレス登録のお願い
　日臨技では、メールアドレスを登録して各種情報の配信を行っておりますが、熊臨技でもこのシステムを利用してメールで研修会や講演会のお知らせを
行っていきます。今後はニュース版などの紙媒体による情報発信からメールやホームページを活用したWeb による情報発信へと加速する予定です。メール
アドレスを登録されていない方やアドレスを変更された方は日臨技システムの会員専用サイトで会員情報のご確認をお願いします。
特に施設連絡責任者の方はご登録をよろしくお願いします。

令和2年度 第８回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

令和2年度　優秀演題賞および若手研究奨励賞受賞者紹介について

2020 年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会

　　　　　　　　　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。

　時下、会員の皆さまにおかれましては、益々ご清栄の事と存じます。去る 10月 18日（日）
熊本県医師会館にて令和 2年度熊本県医学検査学会・臨時総会（Web講演を含むハイブリ
ッド形式）が開催されました。
　本年は、コロナ禍の厳しい環境の中で、しかもWeb 講演など新しいスタイルの試みで
したが、無事終えることができました。
　スタッフの皆さま、大変お疲れさまでした。
　
本年度の評価方法は例年とは異なり、各演者の音声付 PPのファイルを熊臨技HPよりログ
インして評価を行う方式でした。
また、質問に対する部分は評価対象外としました。

　各賞の決定
日時場所：令和 2年 11月 5日（木）　18：00～　　熊本大学病院　検査控室
出席者　：笹田、横山、今田

【優秀演題賞】・・・・・全ての演題の中で最も優秀な演題に対して

　○フリーソフト『試薬管理システム』を用いた当検査室での使用報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市立牛深市民病院　河島　慎一　

【若手研究奨励賞】・・・若手（35歳以下）の中で最も優秀な演題に対して

　○当センター健診腹部超音波検査における膵病変検出能の推移　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 済生会熊本病院　予防医療センター　山本　紋子

　今年も残すところあとわずかとなりました。
　昨年の今頃は、新年を迎えるにあたりどんなことを計画していたのか思い出せないほどに、
今年はどこの検査室にとっても大変な年だったのではないでしょうか。
そして、今年ほど「検査」という単語が一般市民の話題に上った年もなかったと思います。
　Covid-19 研修会には多くの会員の皆様がご参加くださいました。まだまだ、どこの検査
室も手探りで対応しているところが多く、何が正解なのかもわからない状況ですが、with 
コロナ下での検査室運営で悩んでいること、困っていることなどは遠慮なく事務所まで
メールでお寄せください。それぞれの検査室で行っている対応を共有することで、会員の
皆様のお力になれるのではと思っています。
　新年が皆様にとって良い年となりますように。
　
●　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

日　時：2021 年２月 7日（日）13:00 ～ 16:30
会　場：Web 開催の予定
※　詳細は次回のニュース版に掲載します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合司会　笹田　景子（熊臨技　事業部長）
◆開会挨拶　 　　　　　　　　　　　 　 熊本県医師会　会長　福田　稠　先生

◆精度管理委員長挨拶　　　　　　　　　　　　
　      　        　臨床検査精度管理調査委員長（熊本大学教授）  松井　啓隆　先生
◆2020 年度精度管理調査報告　　　　　        　　　
 (1) 概要について　　　　       　　　　 上島　さやか（済生会熊本病院）
 (2) 臨床微生物部門解析報告
　　　微生物検査フォトサーベイ            森口　美琴（熊本労災病院）
 (3) 輸血細胞治療部門解析報告
　　　輸血検査・フォトサーベイ　  　      山田　聡美（熊本機能病院）
 (4) 臨床血液部門解析報告　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　
　　　血液検査・血液形態フォトサーベイ    山本　 紀子 （熊本大学病院）
 (5) 病理細胞部門解析報告　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　
　　　病理細胞フォトサーベイ　　　        石原　光浩（熊本大学病院）
 (6) 臨床生理部門解析報告
     心電図・肺機能・筋電図・ABI　　　     
     各超音波画像サーベイ　              吉田　健一（熊本労災病院）
 (7) 生物化学分析部門解析報告
　　　生化学検査　   　　　　　　        富田　浩平（上天草総合病院）     
 (8) 臨床一般部門解析報告　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　
      尿検査・フォトサーベイ             中山　陽平（熊本中央病院）
 (9) 染色体・遺伝子部門解析報告
　　　 アンケート報告、
　　　COVID-19 遺伝子解析
      COVID-19 に関する講演　　　　      笹田　景子（熊本大学病院）
◆閉会挨拶　                                   熊本県臨床検査技師会　会長　田中　信次



31（火）31（木）

2020（令和２年） 12 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 1 回臨床微生物部門研修会 
「SARS-Cov-2 検査の実際について」

2020 年度臨床検査講習会
心エコー図検査のトピックスと標準化

定例会議

天皇誕生日

クリスマス

大晦日

※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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