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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。

いよいよ、ZOOMを利用したWebセミナーを開催いたします。講師・座長の変更があっていますのでご確認ください。
第二波到来がささやかれる中、PCR検査の需要増加は必至です。皆様ご参加のほどどうぞよろしくお願いいたします。
また、ZOOMを利用したセミナーについてのご感想・ご意見もお待ちしています。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

　　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、2020
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。なお、本年度は COVID-19 の影響を
受け試料作製者を最小人数に制限し、本調査内容を例年より縮小しております。皆様には、ご不便をおかけ致しますが何卒
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。縮小項目には下線を引いておりますのでご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇　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：2020 年８月 1日（土）から
　　参加申し込み締切：2020 年 9 月 30 日（水）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 ：2020 年 10 月１日 ( 木 ) より Web 上で公開予定
３. 調査試料発送日 ： 2020 年 10 月 13 日（火）
４. 結果報告締切日時 ： 2020 年 10 月 28 日（水）24 時 結果回答画面閉鎖
５．参加費の振込期限 ： 2020 年 10 月 30 日（金）
　　※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（26 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（①～③の３種類）
　①ヘモグロビン A1c （1 検体） ③輸血３項目（血液型：1検体、交差適合試験：2検体、不規則抗体：1検体）　
　③フォトサーベイ（６部門）  ④＜特別企画＞COVID-19 遺伝子検査（試料 2検体及びアンケート調査）
◇　参加料金（税込）

　　※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。特別企画は無料です。
　　※登録衛生検査所はコースⅠ：1施設 20,000 円。
◇　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　　済生会熊本病院　　　上島さやか（電話： 096-351-8000：内線2040）

日　時：　令和 2年 7 月 9 日（金）19：00 ～ 20:00
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、今田、野中、大塚、富田、逢坂、井島、田上、西村
欠席者：　なし

人吉・球磨地域災害支援およびＰＣＲ検査研修会実施について、臨時常務理事会を開催し対応を協議した。

1.　人吉・球磨地域災害支援について
　　　被害状況は、堤化学などの卸業者からの情報で概ね把握済みである。また、田中会長が該当施設へ電話連絡
　　し、災害見舞いと支援を申し出た。
　　主な支援内容
　　　①義捐金
　　　　　理事会で承認を得た後、熊臨技会費より義捐金を送る。会員への周知はニュース版とホームページ上で行う。
　　　②検査室支援
　　　　　臨床検査振興協議会 大規模災害対策委員会からの支援を申請する。主な内容は、ＰＯＣＴ機器、ドライ
　　　　機器、試薬等の支援で、熊本地震時と同様である。直ちに当委員会事務局へ連絡し、早急に対応する。
　　　　また、熊保大 池田先生と日臨技にも協力を依頼する。

　　　③避難所支援
　　　　　県医師会よりＤＭＡＴへ検査技師の加入を提案された。また、ＤＶＴ検診は生理検査部門長を中心に活
　　　　動計画を立てている。熊本地震血栓塞栓症予防（KEEP）プロジェクトは、現在のところ活動未定。まず
　　　　は、行政（熊本県、保健所）との協議が先決であり、情報収集を行う。

2.　核酸増幅検査（ＰＣＲ等）研修会について
　　　県内に新設される核酸増幅（ＰＣＲ等）検査拠点施設の臨床検査技師養成を目的に研修会を開催する。ＬＡ
　　ＭＰ法はＰＣＲ法に比べて、簡便で機器も小型化しているため、導入しやすいことから、今回はＬＡＭＰ法で
　　研修を行う。県内の数カ所に拠点施設が新設されることから、地区ごとに研修会を計画し、受講者が集まりや
　　すい環境を整える。今後は、ＬＡＭＰ法の機器を取り扱う栄研化学と日程調整するとともに研修会会場の確保
　　を行う。また、本研修会の窓口を森口微生物部門長（熊本労災病院）にお願いする。
　　　8月に計画しているＺＯＯＭ機能を用いた講習会の講師は笹田技師（熊大病院）に変更となった。講演会の
　　内容および講演時間の変更はない（ＰＣＲ検査について、40 ～ 45 分）。7 月のニュース版で開催案内をし、
　　一斉メールで、招待ＵＲＬを連絡する。生涯教育の登録は、受講後のアンケート（Googleフォーム等）で対応する予定。

日　時：　令和 2年 7 月 14 日（火）19：00 ～ 20:30
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：コロナウイルス対応（事務連絡）、日臨技理事会（7/4　Web 参加）
　　執行部決定（宮島会長再選　副会長横地代行理事）、日本医学検査学会 ( 現地開催 9/5-6、Web 開催 10/1-31)　
　　九州支部医学検査学会中止、熊臨技関係：熊臨技定時総会開催（6/27）、Web研修会（講演会）のテスト（8/29）
　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）： 
　　・事業（井島）：熊本県臨床検査精度管理調査案内（COVID-19 遺伝子検査項目への追加是非について）
　　・学術（今田）：研修会開催に向けて感染予防対策（アルコール、体温計、マスク等準備）と簡易マニュアルの作成、
　　・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）：公益目的支出計画実施報告書等の提出
＜協議事項＞
1.　熊本県医学検査学会開催について
　　　6月に開催予定であった第 52回熊本県医学検査学会を 10/18（日）に延期したいと学会長より打診があった。
　　場所は熊本県医師会館を予定しており、文化講演と特別講演の演者には連絡済みである。理事にメール配信をし、
　　承諾を得られたら一斉メールやホームページ、ニュース版で会員へ周知する。
2.　新型コロナウイルス関連
　　　熊本市医師会より、PCR 検査要員の補充を打診されたことから、日臨技の PCR 検査支援登録者を紹介する
　　こととなった。また、今後のウイルス流行に対する検査要員の確保のため、自宅会員向けに日臨技への登録を
　　お願いする。一方、県医師会とは研修会の開催や熊大病院見学などを計画しており、今後詳細を詰めていく。
　　研修会の内容は、LAMP法をメインとすることから今田学術部長が栄研化学へ依頼し、森口部門長（微生物）を
　　中心に計画する。
3.　熊本県水害被害支援について
　　　臨床検査振興協議会の協力の下、熊本地震の時と同じように機器、試薬支援を行う。避難所支援としてボラン
　　ティアを募集しているが、DVT 検診以外の支援も検討する。
4.　検査と健康展について
　　　11 月 8 日（日）10 時～ 15 時　イオンモール熊本にて開催する。内容は、今後検討する。
5.　ＺＯＯＭ機能を用いた講演会の開催について
　　　8月 29 日（土）14 時～
　　内容　ＰＣＲ検査について　講演者　笹田技師（熊大病院）　座長　西村理事（ＣＩＳ）
　　一斉メールで講演会のＵＲＬを知らせ、生涯教育点数は、熊臨技HPの機能を使って回答した会員のみ申請可能とする。
＜その他＞
●　令和 2年度の広告費について
　　　例年、熊臨技広告費は、熊本医学検査学会の抄録とくまもと医学検査の 2誌の広告費として徴収されている。
　　今年度は、くまもと医学検査の発行を見送ることにしたことから、半額（15,000 円）を返金する。
●　会計について
　　　来年度より、研修会等で参加費を徴収した場合には、収入伺を記入し、入金処理を行うこととし、今後は活動
　　計画書と共に予算書も提出してもらう。

　　会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　先月ご案内していた ZOOMを利用したweb セミナーについて、講師・座長の変更がありましたのでお知らせいたします。
　　テスト企画ではありますが、参加点数もアンケート機能などを用いて付与できるよう検討しています。皆様から
　のご意見をもとに各部門企画でも利用できる形を整えていく予定です。
　　多くの皆様のご参加をお待ちしています。

【タイトル】新型コロナウイルス感染症検査について
　　　　　　　　　～ PCR 検査法を中心に～
【日時】　令和２年８月 29 日（土）　14：00 ～ 14：40【参加費】会員　無料　（会員限定）
【参加方法】　会員向けメールにてお知らせします。【講師】　笹田  景子　（熊本大学病院　中央検査部）
【座長】　西村　仁志（株式会社 CIS 熊本中央研究所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　〒861-5598　熊本市北区和泉町３２５　熊本保健科学大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本珠美　096-275-2169（直通）　matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp

　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も増加しています。
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、例年、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
展開していましたが、本年度は新型コロナウイルス感染による、緊急事態により延期の運びとなっておりました。
しかしながら、現在、熊本県の新型コロナウイルスの新規感染者は非常に少ない状況になっており、十分な感染対策を
行うことで活動が可能と考え、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下記のように予定いたし
ました。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。

１．日　時：令和 2年 9 月 27 日（日）13：00 ～ 16：00 予定　　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のみ　　４．募集人員：15 名　　５．締め切り：令和 2 年 9 月 11 日（金）
　　　　　　　連絡先：〒862－0965　熊本市南区田井島１－5－1熊本中央病院　検査科・病理診断科　立山　敏広
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ; 096-370-3111　FAX：090-370-4028mail ; kensa@kumachu.gr.jp

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

申込組合せ

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

9 月研修会のお知らせ

開催日時・会場 内　　　容9月研修会予定     

輸血細胞治療部門研修会

専門-20 

連絡先：096-345-8111

熊本機能病院 

山田 聡美 

令和 2 年 9 月 12 日（土）

 

14：00～16:00 
 

 

 

熊本医療センター2 階ホール

 

講演 1：血液型検査・交差適合試験の基礎 

講師：丸山 あゆみ 

  　水俣市立総合医療センター 

 講演 2：演習問題と解説 

講師：岩崎 晃史 

  　天草地域医療センター
 



31（月）

2020（令和２年） 8 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

定例会議

山の日

※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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７（金）

１（土）

ＺＯＯＭによるwebセミナー　14:00 ～ 14:40　
新型コロナウイルス感染症検査について　～ＰＣＲ検査法を中心に～　
講師　笹田　景子（熊本大学病院中央検査部）
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