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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。

　熊本県医学検査学会web開催決定！！
　・  文化講演　ライブ配信　『再起可能～言葉で繋がる心の絆～』　熊本放送　報道制作局アナウンス部長　木村和也アナウンサー
　・特別講演　オンデマンド配信　『AI 医学とシステム医学の展開』 　山口大学医学部附属病院AISMECセンター長 浅井義之教授

　・学術奨励賞受賞記念講演　オンデマンド配信　熊本大学病院 中央検査部 福嶋理香技師

　・一般演題　オンデマンド配信

　詳細は、１０月発送予定の抄録集、および、HPにてお知らせの予定です。

●　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

　定款第１７条により令和 2年度一般社団法人熊本県臨床検査技師会臨時総会を開催するので会員各位の出席
を要請します。

日時：令和２年１０月１８日（日）１１：００～
場所：熊本県医師会館
　　　（〒860-0806　熊本市中央区花畑町 1-13　℡ 096-354-3838）

　総会当日は、議案書（第 52 回熊本県医学検査学会抄録にとじ込み）、会員証を必ず持参してください。
なお、議決権を行使できる人は令和 2年 8 月 31 日現在熊臨技会員の方です。
　

※委任状提出のお願い
　令和 2年度 臨時総会に出席できない会員は必ず委任状を提出してください
（同封した葉書に記名捺印し、施設連絡責任者が期日までに提出してください）

　　　　　　　　　委任状提出期間　：令和 2年 9 月 1 日（火）～　10 月 12 日（月）

　本来は議案書ともに委任状を同封すべきですが、今回は議案書（学会抄録綴じ込み）がお手元に届く
のに時間がかかります。したがって、議案書を９月１日以降、熊臨技ホームページで公開する予定です。
ご面倒をおかけしますが、どうかよろしくお願いします。

令和 2年度　熊本県臨床検査技師会臨時常務理事会　議事録

日　時：　令和 2年 8 月 4 日（火）19：00 ～ 20:00
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、福吉、今田、野中、井島、西村
欠席者：　松本、富田、大塚、逢坂、田上

　　熊本県と連携して行う研修会（新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査、
　　検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取）について協議した。

＜協議事項＞

1.　熊本県との契約について　
　　　現在まで熊本県とは正式な契約は出来ていないが、近日中に執り行う予定
　　で準備中ある。それに先立ち、医療機関への研修案内文（案）の文言および
　　内容の確認を行った。
　　　研修は、核酸増幅検査として LAMP 法を用いた検査と検体採取の実技、
　　PPE の装着等とする。今後 COVID-19 検査または検査のための検体採取を
　　予定している臨床検査技師が対象で、いずれも施設長の許可を得ていること
　　を受講要件とする。またそれぞれの研修に各医療機関から 1 名程度とし、
　　受講者人数を制限する。これらの内容を研修案内文へ記載してもらうこととした。

令和 2年度　熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

日　時：　令和 2年 8 月 11 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、今田、野中、大塚、富田、井島、田上、西村
欠席者：　松本、福吉、逢坂

＜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）、九州支部医
　　学検査学会（次年度は沖縄県が担当）熊臨技関係：熊本市 PCRセンターと熊本市保健所
　　より支援依頼あり。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）： 特になし
　　・事業（井島）：熊本県臨床検査精度管理調査の試料作成方法の検討
　　・学術（今田）：勉強会の中止、今後はWeb での開催を検討。 
　　・生涯教育（大塚）：あじさいセミナーは中止
　　・経理（田上）：県南豪雨基金への送金済み
　　・特別事業（西村）：公益目的支出計画実施報告書等の提出済み、結果待ち。

＜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）に開催予定の第 52 回熊本県医学検査学会は、新型コロナウイルス感染
　　拡大のためWeb または誌上発表とすることが決定した。但し、同日予定していた臨時
　　総会は開催する（11 時～）。主な議題は役員改選で、場所は熊本県医師会館とする。
　　詳細なスケジュールは、今後検討するが、半日（午前中）の開催とする。決まり次第、
　　ホームページや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
　　　現在、熊本市医師会PCRセンターと熊本市保健所より、それぞれPCR検査要員の補充
　　を打診されている。日臨技の PCR 検査支援登録者へ内容を伝えるとともに、説明会へ
　　の参加をお願いした。ウイルスの流行に伴い検査要員の確保が急務となることから、
　　まずは自宅会員向けに日臨技の検査要員登録をお願いする。一方、熊本県と共同で開催
　　する検体採取研修会は、看護師のバックアップとして検体採取が出来る検査技師の育成
　　を目的に、耳鼻科医師の講演と検体採取モデルを使った実技を行う。学術部を中心に
　　準備を進める。
3.　臨床検査講習会について
　　　今のところ 12/6（日）に予定しているが、Web での開催が可能であるか、さらに
　　その際の参加費はどうするのか、超音波検査のライブ配信は可能か、を県医師会に確認
　　してみることとなった。

2020 年度熊本県臨床検査精度管理調査のご案内

令和 2年度 熊本県臨床検査技師会　臨時総会開催通知

　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。
今後の COVID-19 感染状況次第では内容を変更する場合があります。

◇　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）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面での議決権行使を
お願いいたします

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



2020（令和２年） 9 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

秋分の日

敬老の日

子宮癌啓発活動は中止となりました

※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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