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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。

COVID19 関連情報
新型コロナウイルス検査体制に関するアンケート調査を行っています。
熊臨技HPよりご回答ください。
以下のHPはとても参考になります。ぜひご確認ください。
・日本臨床検査医学会
https://www.jslm.org/committees/COVID-19/index.html
・日本臨床衛生検査技師会
http://www.jamt.or.jp/covid-19/
＊「2019-nCoV ( 新型コロナウイルス ) 感染を疑う患者の 検体採取・輸送マニュ
アル」中にある、ゆうパックを利用して検体等を送付する際に必要な「包装責任
者」の認証は、保健所に連絡し資料を確認すると資格が付与されるそうです。
必要な方はご確認ください。

COVID-19対策として6月末までの研修会をすべて中止、または、延期としていましたが、
緊急事態宣言解除を受け、少しずつ動き始めています。ただし、第２波も予想されています。
その際はまた変更となりますことをご了承ください。
なお、熊臨技では今年度、遠い地域の皆様も参加できる講習会開催のため、web セミナー
の準備を行っていました。いい機会ですのでさっそく試用を検討しています。6月 6日にその
説明会を予定しています。皆様、楽しみにお待ちください。

●　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

　
        日　時：     令和 2年 5月 19日（火）19：00 ～ 20:30
　　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：　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：日臨技総会（6/20）九臨技会議（7/4 または 17/18）、
　　 九州支部医学検査学会（11/7-8）は今のところ予定通りの開催。熊臨技関係：新型コロナウイルス感
　　 染症（COVID‐19）に関する感染症対策WG発足。　
　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）：名簿発行に向けて調査を開始する
　　・渉法（逢坂）：令和 2年度賛助会員 47社、広告協賛 13 社
　　・事業（井島）：精度管理調査試料の作成、臨床検査講習会（12月開催予定）
　　・学術（今田）：部門長会議（6/27）
　　・生涯教育（大塚）：特になし
　　・経理（田上）：通常経理業務
　　・特別事業（西村）：特記事項なし
＜協議事項＞
　1.　令和 2年度 熊臨技定時総会について　
　　　　議案書と委任状は配布済み。開催場所を熊本市医師会館または KKR ホテルで検討する。時間は
　　　14時からとし、3密を避けるため委任状を含めた書面による審議・議決となる予定。
　　　※　後日、熊本市医師会館に決定。終了後、部門長会議も開催することとなった。
2.　熊本医学検査学会の開催について
　　　　現在、9/27 開催で準備中だが、7月に最終決定としたい。もし、9月に開催出来ないようであ
　　　れば、誌上発表とする予定。学会前日にあじさいセミナーも計画するが、懇親会は中止とする。
　　　同日、役員改選を議案とする臨時総会も予定している。
3.　新型コロナウイルス関連
　　　　熊臨技では、標記についてワーキンググループを立ち上げた（田中会長ほか 7名）。まずは、県
　　　医師会と連名で会員（施設）を対象にアンケート調査を行い、現状の把握を行う。アンケートは
　　　近日中にホームページにて実施する。内容は、PCR検査の実施状況、検査体制、研修の必要性の有無等。
　　　また、日臨技の新型コロナウイルス感染症PCR検査要員登録者には、熊臨技から登録のお礼と今後
　　　の予定を連絡する。
4.　年間事業計画について
　　　 今年度の精度管理調査は、サンプル数やサンプル作成人数を極力減らして実施する。さらにサン
　　 プルの配布は宅急便を利用し、出来るだけ効率的に行うこととなった。また、コロナ関連の検査も追加したい。
　　 　一方、精度保証研修会と熊本市民健康フェスティバルは、中止が決定しており、その他の事業も状
　　　況によっては中止が予想される。
　　　　熊臨技部門研修会や勉強会は、6月末まで中止が決定しており、それ以降は様子をみながら実施す

る予定。部門長へWeb 活用の説明会を計画する。
5.　講師謝礼等の支払い基準について
　　 　会計部より、支払い基準の明文化と重複した謝礼基準があるとの指摘を受け、協議した。その結果、
　　講師は原則として30分以上の講演、解説をする者とし、医師の座長やアドバイザーの謝礼は5,000円
　　　とすることとなった。

 
常務理事 学術、研修会 精度管理 委員会、他 総会・理事会 対外 日臨技 九州支部 医師会 渉外

4月
定例会議

（メール会議）
会計監査

精度保証委員会
年度計画

5月 定例会議（5/19）
県学会

あじさいｾﾐﾅｰ
役員推薦委員会

定期総会
県学会開催時

全国学会

6月 定例会議 定期総会(6/27)

ｼﾃｨFM（6/24）
遺伝子検査について
熊本保健科学大学
山本隆俊講師

日臨技総会

7月 定例会議
精度保証研修会
（学術講演会）

8月 定例会議 多職種連携研修会
参加募集

（ニュース版）
九州支部会議

9月 定例会議

県学会
あじさいセミナー
(7月に確定→中止
なら誌上発表）

締切
技師会名簿改訂作業開

始

県学会と同時
臨時総会
役員改選

熊本市健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 全国学会予定 玄海ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

10月 定例会議 試料配布 医専連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ﾆｭｰﾘｰﾀﾞｰ研修会
11月 定例会議 認知症研修会 施設連絡責任者会議 理事会 検査と健康展 九州支部学会

12月 定例会議 解析原稿締め切り
知事表彰推薦文

送付
ｼﾃｨFM（2回）

1月 定例会議 表彰推薦委員会 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委員会 全国幹事会 卒後ｾﾐﾅｰ（血液）

2月 定例会議 調査報告会 役員推薦委員会 九州支部幹事会
臨床検査講習会
（超音波ハンズ
オンは見直し）

3月 定例会議 医師会へ収支報告
知事表彰祝賀会
施設連絡責任者会議

理事会 医保福連携学会

備考 規模を縮小し実施

2020年度活動予定（5.19現在）
　　状況により変更の可能性があります。

（6/9）



2020（令和２年） 6 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
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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

定例会議

定期総会

シティ FM
遺伝子検査について
熊本保健科学大学　山本隆俊講師

※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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