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子犬
我が家の家族「めい」ちゃんを紹介します。野犬の子犬を保健所から譲り受けた南国生まれ南国育ちの 3
歳になる女の子です。
北海道で初めて見る雪で大はしゃぎしている時の一枚ですが、-10℃の寒さをものともせず、雪の野原を
うれしそうに駆け回っている姿はアイヌ犬さながらで、野犬の強さを感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済生会熊本病院　中央検査部　當麻康弘

第10回常務理事会議事録

子宮頸がん啓発活動参加者募集のご案内

熊臨技「生涯教育講座研修課程」プログラム

表紙（子犬／めい）

事務局からのお知らせ 　　　　　　　　 

行事予定中止・延期のご連絡
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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。 

 
 

 

 

 

  ニュース版改訂 

 

長年皆様に親しんでいただきました、ニュース版を次号より改訂します。 

A２版両面１枚物とし、表には各お知らせを、裏には毎月の行事一覧を掲載する予定です。技師控え室な

どに掲示しご利用いただけたらと思います。 

改定にともない、４月からは、各ご施設に 1～2 枚程度の配送とさせていただきます。 

不都合な点、ご意見など、下記アドレスまでメールいただけると検討させていただきます。 

 

皆様引き続きご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

● 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:  https://kuma-amt.or.jp  
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 令和 2 年 2 月 25 日 
会員各位 
関係者各位 
 

一般社団法人熊本県臨床検査技師会 
会長 田中 信次 

 
 
熊本県臨床検査技師会の３月行事予定の中止または延期について 

（新型コロナウイルス（COVIT-19）感染対策関連） 
 
 会員のみなさまには平素より熊臨技の事業活動にご協力・ご支援をいただきありがとうご
ざいます。また関係各位には当会の活動におなじくご協力・ご支援を賜り感謝申し上げま
す。 
新型コロナウイルス感染症の発生・対応についてはテレビ、新聞等に報道されており既に
周知のことと存じますが、熊本県においても感染者の発生が報告されました。県内の感染
防止を第一義に、厚生労働省の「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ（令
和 2 年 2 月 20 日）」をふまえ、当会の 3 月開催予定の行事を中止または延期したいと存じ
ます。 
 会員の皆様、また関係者の皆様のご協力とご理解をあらためてお願いいたします。 
 
＜中止または延期の行事＞ 

3 月 14 日 理事会 → メール審議を予定 

3 月 14 日 医事功労者知事表彰・日臨技各章受賞祝賀会 → 4 月以降を予定 

 
4 月以降の行事および研修会につきましては、あらためてご連絡いたします。 
 

以上 



令和元年度 第 10 回 熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録 

 

日 時： 令和 2年 2月 12日（水）19:00～21:00 

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、富田、今田、野中、大塚、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：九州支部学会最終報告書提出、「会員施設実態調査」「会員意

識調査」回答〆切 2/16まで延長  

熊臨技関係：熊本市民健康フェステバル 10/14熊本城ホール 

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）：特記事項なし 

・ 渉法（逢坂）：令和 2年度賛助会員および広告募集 

申し込み状況；賛助会員 11社 広告 3社（2/12現在） 

・ 事業（井島）：精度管理調査報告会（2/8）約 200名参加。是正報告書受付中。 

・ 学術（今田）：「くまもと医学検査」最終原稿チェック 3月に発行予定。 

・ 生涯教育（大塚）：令和元年度 日臨技生涯教育助成金対象 20件突破 

・ 経理（田上）：通常経理業務  

・ 特別事業（西村）：特記事項なし 

3. 各部報告 

4. 医保福連携学会 3/7県医師会館 田中、松本、福吉、今田参加予定。 

5. 日臨技九州支部連絡会議 2/29福岡市 田中、松本参加予定。 

6. その他  

・ 第 52回熊本医学検査学会 令和 2年 5月 24日（日）熊大病院 学会長：横山技師 

演題 24題、座長を依頼中、共催セミナーに数社申込あり、スタッフ募集中 

＜協議事項＞ 

1. 熊臨技理事改選について 

・ 令和 2・3 年度熊臨技理事改選に向けて、2/15 熊大病院カンファレンスルームにて第 1

回役員推薦委員会が開催される。当日の準備は会長と総務が担当する。進捗状況は 3/14

の理事会で報告してもらう予定。 

2. 施設連絡責任者会議の分散化について 

・ 県内の各地区ごとに施設連絡責任者会議を開催するにあたって、地区理事に場所と日程

調整をお願いする。 

3. 熊臨技の年間スケジュール（研修会等）について 

・ 先日の部門長との話し合いの中で、熊臨技の年間スケジュール（研修会等）を立ててほ

しいとの意見を受けて、まずはこれまでの実績を確認し、次回の常務理事会で年度計画

を立てることとした。 

以上 



令和 2 年 3 月吉日 
臨床検査技師会会員 各位 
                               熊本県臨床検査技師会 
                               会長 田中 信次 

熊本県細胞検査士会 
                               会長 立山 敏広 
 

子宮頸がん啓発活動参加者募集のご案内 

 
謹啓 早春の候、会員の皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

 我が国では若い女性の子宮頸がんが急増しており、また先進国で唯一、子宮頸がんによる 
死亡数が増加しています。このことは欧米先進国に比較して極めて低い検診受診率に起因 
しており、特に 20 才代女性の検診受診率は 5％程度と低迷しています。 
 子宮頸がんは予防可能ながんで、検診を受けていれば前がん病変および、ごく初期のがん 
の段階で発見されるため子宮を残すことができ、こどもを生めなくなる悲劇を防げます。 
 これを踏まえて、今年も細胞検査士会では子宮の日（4 月 9 日）を中心とした子宮頸がん 
検診啓発活動を全国規模で展開しています。 
 つきましては熊本県臨床検査技師会ならびに熊本県細胞検査士会におきましても下記の 
ように予定しており、会員の皆様にも何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
啓発活動に参加可能な会員の方は下記連絡先までご連絡お願いします。 
 

謹白 
  

記 
 
１．日  時：令和 2 年 4 月 12 日（日）予定 13：00 ～ 16：00 
２．場  所：ゆめタウン 光の森店内 
３．内  容：検診啓発のパンフレットなどの配布、パネルの説明など 
４．募集人員：１５名 
５．締め切り：令和 2 年 3 月 31 日（火） 

以上 
 
連絡先：〒862－0965 
    熊本市南区井島１－5－1 
    熊本中央病院 検査科 立山 敏広 
    TEL ; 096-370-3111 FAX：090-370-4028 
    mail ; kensa@kumachu.gr.jp 
 
 



月　日 場　所 主　題 内　容 カリキュラム名称 区分 点数

4月9日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿定性検査について 検体検査 専門 20

4月未定 熊本市 生物化学分析部門研修会 血ガスについて 検体検査 専門 20

4月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 血液検査の基礎 検体検査 専門 20

4月23日 熊本市 病理細胞部門研修会 技術講習会 検体検査 専門 20

5月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 心電図勉強会 生体検査 専門 20

5月未定 熊本市 臨床検査総合部門研修会 診療報酬改定についての情報提供 基礎 20

5月未定 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣の基礎① 検体検査 専門 20

5月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血検査（血液型・交差適合試験） 検体検査 専門 20

5月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査の基礎 検体検査 専門 20

5月23日 熊本市 あじさいセミナー2020 基礎 20

5月24日 熊本市 第52回熊本県医学検査学会 専門 20

5月24日 熊本市 令和２年度年度定時総会 基礎 20

5月28日 熊本市 病理細胞部門研修会 第１回症例検討会 検体検査 専門 20

6月6日 熊本市 臨床微生物部門研修会 第1回講演会 検体検査 専門 20

6月未定 熊本市 遺伝子・染色体部門研修会 がんゲノム関連 検体検査 専門 20

6月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 不規則抗体 検体検査 専門 20

6月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 形態検査基礎 検体検査 専門 20

6月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 ABI勉強会 生体検査 専門 20

6月未定 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣の基礎② 検体検査 専門 20

６月未定 熊本市 生物化学分析部門研修会

生化学検査初心者講習会
検体の取り扱い
ピペットの取り扱い
分析装置の概要
分析パラメータと反応過程
メンテナンスと精度管理
検査データの見方

検体検査 専門 20

6月25日 熊本市 病理細胞部門研修会 第２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「生涯教育講座研修過程」プログラム

令和２年４月～６月 熊臨技生涯教育委員会
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