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日　時：　令和 2年 12月 8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：診療報酬改定に伴う調査の協力依頼、九州支部会議（11/13 ZOOM）令和
　　3年度九州支部医学検査学会（担当：沖縄県）現地またはWeb 開催を検討中、熊臨技関係：臨床検査講習会開催
　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）：令和 3年度賛助会員・広告募集準備 
　　・事業（笹田）：精度管理調査　遺伝子部門検体配布（12/14 ～）回答〆切 12/25　調査報告会（2/7）
　　　　　　　　　　臨床検査講習会（12/6）Web 開催、161 名参加（うち熊臨技会員検査技師 132 名）
　　・学術（今田、井島）：部門長へ次年度活動計画の提出依頼（〆切 1/10）
　　・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）　165 名（アンケート回答 143 名）学術奨励賞の授与完了
　　・医保福連携学会の開催　　2021 年 2 月 14 日（日）　熊本県医師会館　大ホール
　　・2021 年度日本医学検査学会（福岡県開催）：2021 年 5 月 15-16 日

＜協議事項＞
1.　熊臨技理事組織編成および会務について
　　　常務理事だけでなく、地区理事を含め全理事が各部に属し、バックアップ体制を強化するとともに引き継ぎ等が
　　スムーズとなるように組織を編成したい。理事の希望だけでなく、業務のバランス等も加味して配置する。また会務
　　の見直しも同時に行う。
2.　各部引き継ぎのためのマニュアル作成について
　　　前回の会議でマニュアルを作成することが決定した。ホームページでの公開を視野に早急にとりかかる。
3.　叙勲および褒章について
　 廣瀬英治前熊臨技会長を名誉会員として、理事会へ推薦する予定。
4.　シティ FMの講演者について
　 　12/23 と 12/30 の 14 時より熊臨技がシティ FMの講演を担当する。12/23 は楢原技師（熊本保健科学大学）
　　に遺伝子検査について、12/30 は今田技師に肝炎コーディネーターによる新しい取り組みについて、それぞれ
　　講演していただくこととなった。
5.　堤化学（株）からの支援金使途について
　　　堤化学より熊臨技へ支援金を頂いた。研修会や講演会のためのWeb 整備に使用することとなった。
6.　健診施設への肝炎ウイルス陽性者データの情報提供について
　　　熊大病院肝疾患センターと肝炎コーディネーターによる新しい取り組みとして標記の依頼があった。肝炎ウイルス
　　陽性者の拾い上げと受診勧奨が目的で、熊臨技も協力していくが、事業のスムーズな遂行のためにも組織化するよう
　　先方に伝えることした。
＜その他＞
　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　継続審議

令和2年度 第 9回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

臨床生理部門研修会のご案内

2020 年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会（WEB配信）

　　　　　　　　　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。

　拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、臨床生理部門では、下記の要領で『心電図』の研修会を行いますのでご案内申し上げます。この
研修会は、Zoomでのweb開催となります。事前登録制とさせていただきますので、必要事項をご記入
の上、ご登録をお願いいたします。業務多忙の折、誠に恐縮とは存じますが、万障繰り合わせのうえ、
ご参加くださいますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
◎日　時：令和 3年 1月 29日（金）19：00 ～ 20：00
◎会　場：熊本大学病院からのweb 開催　
◎内　容：『心電図の基礎』　講師：野口 桃子技師（熊本大学病院）
◎参加費：無料
◎申込登録先：

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 ＊登録締切は、令和 3年 1月 20日（水）です。資料はご登録された
　　　　　　　　　　 　 メールアドレスに後日お送りいたします。

※QRコードを認識できない場合は、下記宛先で参加登録をお願いいたします。
ykecho@kumamotoh.johas.go.jp

『氏名』『所属施設名』『技師会会員番号』を明記の上、令和 3年 1 月 20 日（水）までに参加登録を
お願いいたします。ご登録いただいた方には、後日、当日のURL、パスコード、資料等のメールを送信
いたします。尚、参加者を把握するために、1端末1名でのご参加をお願いいたします。
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　≪問合せ先≫
　　　　　　　　　熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一　0965－33－4151（内線 7366）　　　　　　　　　　

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は「静かなお正月」を政府からお願いされていましたが、医療の現場はそうもいかな
かったのではないでしょうか。新年早々、皆様お疲れ様でした。
　感染に対する検査体制の強化や感染防御、院内感染対策など、気の抜けない日々がもう
少し続きそうですが、ワクチン接種も視野に入り、もう一踏ん張り。オリンピックまでには
落ち着いているといいですね。
　皆様にとってよい一年となりますように。
　本年も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

実施主体：（公社）熊本県医師会　（一社）熊本県臨床検査技師会
日　　時：2021 年２月 7日（日）13:00 ～ 16:20
開催形式：熊本県医師会館からのWeb 配信
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合司会　笹田　景子（熊臨技　事業部長）
13:00-13:05  ◆開会挨拶　 　　　　　　　　　　　 　 　熊本県医師会　会長　福田　稠　先生

13:05-13:10  ◆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
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
13:10-16:20  ◆2020 年度精度管理調査報告　　　　　        　　　
13:10-13:20  (1) 概要について　　　　       　　　　 上島　さやか（済生会熊本病院）
13:20-13:30  (2) 臨床微生物部門解析報告
　　　　　　 　　 微生物検査フォトサーベイ            溝上　幸洋（くまもと森都総合病院）
13:30-13:50  (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）
13:50-14:15  (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）
14:15-14:25  (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）
14:25-14:45  (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）

14:45-14:55  　－－－－－－－－－－－－－   休憩    －－－－－－－－－－－－－－－－－
14:55-15:15  (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）     
15:15-15:40  (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）
15:40-16:15  (9) 染色体・遺伝子部門解析報告
　　　　　　　　 COVID-19 遺伝子アンケート報告・解析
　　　　　　　　 COVID-19 遺伝子に関する講演              笹田　景子（熊本大学病院）
16:15-16:20  ◆閉会挨拶　                    熊本県臨床検査技師会　会長　田中　信次

◆参加申込　参加登録の方は、以下の必要事項（①～⑤）をメールにてお申込み下さい。
　　　　　　　件　　名：精度管理研修会登録の件
　　　　　　　E-mail：heart-examination@kumamoto.med.or.jp
             　　　 必要事項：①氏名
　　　　　　　　　　　　②医療機関名　
　　　　　　　　　　　　③メールアドレス（WEB配信招待メールの送信先）
　　　　　　　　　　　  ④職種（ 医師、看護師、臨床検査技師、その他 ）
　　　　　　　　　　　  ⑤熊本県臨床検査技師会の会員番号（会員の方のみご入力下さい。）
◆申込期限  令和 3年 2月 1日（月）
◆2月 4日（木）を目途にご連絡いただいたメールアドレスに研修会への招待メールを送付させていた
　だきます。
◆参加費用：無料
◆その他　：臨床検査精度管理調査に参加された施設代表者の方に、結果報告書を事前に郵送します。
　問合せ　熊本県医師会　　　 　竹原 .川上（096-354-3838　heart-examination@kumamoto.med.or.jp）
　　　　　陣内病院 臨床検査部　井島 廣子（096-363-0011　ijima@jinnouchi.or.jp）

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

1 月研修会のお知らせ

9月研修会予定

臨床生理部門Web 研修会
専門 -20

連絡先：0965-33-4151
熊本労災病院
吉田　健一

『心電図の基礎』

講師
野口桃子　技師（熊本大学病院）

令和 3年 1月 29日（金）
　　　19：00～ 20：00
Web 開催（Zoom）
※事前登録制
『氏名』『所属施設』『会員番号』
を明記の上、下記アドレスまで
ykecho@kumamotoh.johas.go.jp

開催日時・会場 内　　　　容



31（火）31（日）

2021（令和３年）

  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

19:00~20:00 心電図の基礎　web 開催

定例会議

元日

成人の日

※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

２（土）

３（日）

４（月）

５（火）

８（金）

９（土）

10（日）

11（月）

12（火）

13（水）

14（木）

15（金）

16（土）

17（日）

18（月）

19（火）

20（水）

21（木）

22（金）

23（土）

24（日）

25（月）

26（火）

27（水）

28（木）

29（金）

30（土）

６（水）

７（木）

１（金）

1 月行事予定表


	ニュース版1月
	（裏）

