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　新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着いてきました。このままの状態が続くことを願いつつ、10月 5日に出されま
した「新型コロナウイルス感染症（covid-19）病原体検査の指針（第４.１版）」のアドレスをお知らせしておきます。検査
体制見直しの参考になさってください。
　https://www.mhlw.go.jp/content/000841541.pdf

事務局からのお知らせ

日　時：　令和 3年 10月 12日（火）19：00 ～
ZOOM出席：田中、福吉、逢坂、今田、富田、田上、野中、笹田、山崎、山口、井島、廣瀬
欠席：なし

＜報告事項＞
　1、会長報告： 日臨技・熊臨技関係：タスクシェア九州支部研修会を 12/19 熊保大で開催。熊臨技関係：臨地実習指導者研修
　　　　　　　　会（10/24Web）に山口理事が参加。　ほか
　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　ほか　  　　　　　　 　　
　　　・広報（富田）：ニュース版、日臨技九州支部医学検査学会冊子発送、HP更新 　  
　　　・組織（山口）：会員名簿作成（9月中調査票配布、10月末回収、12月完成） 　　
　　　・渉法（廣瀬）：賛助会員申込みリスト、広告　　　　　　　　
　　　・事業（笹田）：令和 3年度精度管理調査試料配布（9/28）締め切り（10/13） 　　
　　　・学術（今田、井島）：熊本県学会　優秀演題賞、若手研究奨励賞　選考中　 　 　
　　　・生涯教育（山崎）：9月 5件、10月 5件、11月 3件                        
　　　　　研修会開催伺い提出期限の遅延あり（2件）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　
　　　・経理（田上）:Web 開催用支出伺い書運用について                                  
　3、その他報告
　　　・令和 3年度登録衛生検査所立ち入り調査は中止
　　　・令和 3年度日臨技九州支部医学検査学会：2021 年 11 月 6 日（土）、7日（日）現地 +Web 一般演題 93 題（熊本県
　　　　15題）　Web 参加を要請
　　　・九州支部幹事会議　
　　　　　11月 5日 現地とWEBで開催　　田中、福吉、逢坂、野中参加予定。
　　　・熊本県医療保健福祉学会　候補日（1/16、1/30、2/27、3/12）
　　　　　サブテーマ「新型コロナ感染症の対応」検査について発表予定
　　　・検査と健康展：11月 27日（土）イオンモール熊本　1F
　　　　　スタッフはコロナウイルスワクチンの接種証明書または陰性証明書持参と健康チェックシートの記入が必要（配布資
　　　　　料準備を来月の常務理事会前に予定）
　　　・臨床検査講習会：令和 4年 1月 23日（日）輸血実技講習会（熊本保健科学大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Web開催の場合は、講義のみ
　　　 　　　　　
＜協議事項＞　　
1．年会費未納者の取り扱いについて
　　　現在、日臨技と熊臨技の会費は一括して徴収され、後日、日臨技から熊臨技へ送金されている。会費の催告期限までに入
　　金確認が認められなかった場合には日臨技は自動的に退会処理がされていたが、熊臨技での処理が徹底されていなかった。
　　今後は本内容を会員へ周知し、会費の期限内納入を促すこととなった。
2．タスクシフト研修会（九州支部）　12月 19日（日）9時～熊本保健科学大学
　　　8月に開催予定の九州支部タスクシフト研修会が 12月 19日に熊本保健科学大学で開催される。本研修会は実務委員を養
　　成するために開催され、研修を受けた者が各県で開催されるタスクシフト研修会の実務委員となる。当日は医師や看護師が
　　講師となり、20名のグループ毎に研修を行う。なお、熊臨技での研修会は年度内（1月または 2月）に実施出来るように
　　準備を進める予定。
3．Web 開催時の行動費及び謝礼支払いについて
　　　Weｂ会議や研修会の行動費の支払い方法としてクオカードでも可として運用していたが、経理上、あまりよくないとの
　　指摘があり、変更することとなった。出来るだけ現金による支払いとし、受領印をもらう。半年分程度まではまとめて現金
　　で支払っても良い。
4．堤化学からの寄附金の使途について
　　　堤化学より、コロナ感染対策に関する慰労金として寄附金を頂いた。使途については今後検討することとなった。

令和3年度　第6回 熊本県臨床検査技師会常務理事会

●　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

令和 2年度　優秀演題賞および若手研究奨励賞受賞者紹介について

『くまもと医学検査』の投稿論文募集について
 　謹啓　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。今回、『くまもと医学検査』投稿論文の募集を
再開いたしました。昨年度は、コロナの影響にて準備が整わず休刊となり大変ご迷惑おかけいたしました。
　これを機に、特に県学会での優秀演題賞および若手研究奨励賞を受賞の方は、是非エントリーをお願いいたします。また、
学術奨励賞につきましては、多くの会員が対象となるように、所属施設の推薦があれば他の冊子への投稿論文も選考の対象に
なります。つきましては、下記の要綱にて、『くまもと医学検査』への投稿と併せて学術奨励賞候補論文への推薦も宜しくお願い
いたします。
　最後に本年は、昨年度に投稿予定の方々につきましても受付しておりますので奮って投稿の程、宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　1. 提出書類
　　　　　　　　　　　　　　①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分）
　　　　　　　　　　　　　　②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分）
　　　　　　　　　　　　　　＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照

　　　　　　　　　　2. 論文本文および書類の提出期限
　　　　　　　　　　　　　　●令和 3 年 11月 26日（金）厳守

　　　　　　　　　　3. 論文の提出方法
 　　　　　　　　　　　　　　ＣＤ－Ｒにて送付

　　　　　　　　　　4. 提出先
　　　　　　　　　　　　　　〒862－0975　熊本市中央区大江 3-2-65  くまもと森都総合病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査科　今田 龍市（TEL:096-364-6000　imada@k-shinto.or.jp）
　　　　　　　　　　　　　　＊論文投稿予定の方は早めにご連絡下さいますようお願い致します。

　謹啓　時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。去る10月 3日（日）熊本大学病院（奥窪記念ホール
よりWeb配信）にて令和 3年度熊本県医学検査学会が開催されました。本年も昨年同様にコロナ感染対策のため残念ながら
Web開催となりました。次年度は、せめてハイブリッド開催ができればと願っております。
　今回は、以下の 2名の方々が見事に受賞されましたのでご紹介いたします。
　最後に、学会運営にあたられたスタッフの皆さまに感謝申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 謹白

本年度の評価方法は昨年と同じく、各演者の音声付 PPのファイルを熊臨技HPよりログインして評価を行う方式でした。
また、質問に対する部分は評価対象外としました。

　各賞の決定
日時場所：令和 3年 10月 18日（月）　18：45～　ZOOMによるWeb会議
出席者　：磯崎、河島、今田

【優秀演題賞】・・・・・全ての演題の中で最も優秀な演題に対して

○POT法を用いた ESBL 産生 Escherichia coli の分子疫学解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草地域医療センター　磯崎　可能子

【若手研究奨励賞】・・・若手（35歳以下）の中で最も優秀な演題に対して

○当院における心電図パニック値報告精度向上のための試み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済生会熊本病院　　渡邊　浩幸

令和3年度日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ【臨地実習が変わる】
　　　　　　　　　　「－それは学生のために　それは新たな技師を迎える検査部のために－」

　　　　　　　　　　日時：令和 3年 11月 20 日（土）～ 12月 18 日（土）WEB開催（オンデマンド配信）
　　　　　　　　　　主催：一般社団法人　日本臨床検査技師会　九州支部
　　　　　　　　　　担当：一般社団法人　佐賀県臨床検査技師会　臨床検査総合部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【プログラム】
　　　　　　講演 .1「人材育成について　　～臨地実習の法改正に伴う教育の現場から～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　　純真学園大学検査科学科　　　准教授　北里　謙二
　　　　　　講演 .2「当館における臨地実習の実施状況と今後の取り組みについて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　　佐賀県医療センター好生館　　技師長　平野　敬之
　　　　　　講演 .3「－それは学生のために　それは新たな技師を迎える検査部のために－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　　日本臨床衛生検査技師会　　　専務理事　深澤　恵治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【申込み要領】
　　　　　　♦定員 ： 40 名 
　　　　　　♦参加費 ：1,000 円 
　　　　　　♦取得単位：生涯教育点数 ： 基礎　20点
　　　　　　♦申込み期間：2021 年 10 月 1 日 ( 金 ) ～ 11 月 17 日（水）
　　　　　　♦申込み方法　＊詳細は熊臨技HPでご確認ください。
　　　　　　　1.　日臨技ホームページ (http://www.jamt.or.jp/) 会員専用ページより申し込み
　　　　　　　2.　参加費　振込先
　　　　　　　　　　唐津信用金庫　朝日町支店　普通　1107502
　　　　　　　　　　口座名義　ソウゴウブモンケンシユウカイ
　　　　　　♦【問合せ先】
　　　　　　　　　　済生会唐津病院　検査科　吉田　和正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0955（73）3175　FAX：0955（73）5760
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：Jouhou@saga.email.ne.jp

　　　　　日　時：令和 3年 12月 9日（木）19：00 ～ 20：00　　　会　場：熊本市民病院からWeb 開催
　　　　　内　容：『病例提示①』　　　　　　　　　　講　師：佐々　智子　技師（熊本医療センター）
　　　　　　　　　『病例提示②』　　　　　　　　　　講　師：岩山　義雄　技師（桜十字病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加申込手順：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊臨技 HP⇒『学会・研修会案内』⇒『日臨技事前参加申込みサイトで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事前登録する』⇒該当の研修会を選択し、参加申込みを行う

　　　　　　　　メールフィルタ機能で返信メールが届かない方がいらっしゃいますので事前に受信設定を
　　　　　　　　確認してください。尚、Web研修後はレポート提出まで完了しないと生涯教育の点数が付
　　　　　　　　与されません。詳細は熊臨技 HP⇒申請書・マニュアル⇒【Web 研修会参加の操作手順】
　　　　　　　　を参照してください。
　　　　　　　　※定員が 100 名迄となっておりますので、お早めにお申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪問合せ先≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市民病院　中央検査部検査技術室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緒方　佑仁　096－365－1711（内線 2100）

第５回　臨床生理部門研修会のご案内
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『心エコー』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　

第 54回熊本県医学検査学会・総会のお知らせ

日　時：令和 3年 11月 29 日（月）19時 00 分～　　　　　　　　　　　場　所：Zoomを用いたWeb 開催
講　演：『血液検査データの見方～貧血～』　　　　　　　　　　　　　　 講　師：中山　洋一　先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アボットジャパン合同会社　ヘマトロジー推進部）

　　　　　　　　日臨技HPにて事前参加登録者に Zoomアドレスをお送り致します。
　　　　　　　　研修会 3日前が事前登録締め切りとなりますので早めの登録をお願い致します
　　　　　　　　ご不明な点や Zoomアドレスの返信がないなどありましたら下記メールまたは電話にて
　　　　　　　　天草地域医療センター　検査部　土黒までご連絡をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　Tel:0969－24－4111 内線（164）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mail:(labo@amed.jp)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天草地区研修会（血液部門）のご案内
謹啓
　秋冷の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、令和 3 年度天草地区研修会血液部門のご案内を申し上げます。
　今回の研修会では、アボットジャパン合同会社　ヘマトロジー推進部の中山先生に貧血の血液検査データの見方についてご紹介していただ
　きます。ご多用中とは存じますが、お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
　

司会　中嶋卓弥
　　　 （ちとせ循環器内科）

『超音波認定試験対策（基礎）講習会』
講師　堂埀信道
          （キャノンメディカルシステムズ株式会社）

司会　片山卓也
　　　 （上天草総合病院）

『血液検査データの見方～貧血～』
講師　中山洋一
          （アボットジャパン合同会社）

司会　山本紀子
　　　 （熊本大学病院）

『血液検査室から病気を診る
～形態と検査値の着眼ポイント～』
講師　松本恵美子
          （国立病院機構　都城医療センター）

司会　石原光浩
　　　 （熊本大学病院）

『第 2回 症例検討会』
講師　溝上美江（くまもと森都総合病院）
　　　園田鮎美（熊本労災病院）
　　　中川美弥（済生会熊本病院）

司会　兼崎太輔
　　　 （熊本赤十字病院）

『心エコー講習会』
講師　佐々智子（熊本医療センター）
　　　岩山義雄（桜十字病院）

天草地区
   　血液部門研修会

令和 3年 11月 29日（月）
19：00～ 20：00
Web 研修会

非会員の方は『氏名』『医療機関名』
『メールアドレス』を明記の上、
下記アドレスまで申し込み下さい。
labo@amed.jp

第 4 回臨床生理検査
                 部門研修会

第 6回臨床血液
                 部門研修会

第 5回臨床生理検査
                　部門研修会

第 4回輸血細胞治療
                 部門研修会

第 2回細胞診症例検討会

令和 3年 11月 7日（日）
9：00～ 12：00
Web 研修会

非会員の方は『氏名』『医療機関名』
『メールアドレス』を明記の上、
下記アドレスまで申し込み下さい。
ogata.yuji0626@gmail.com

令和 3年 12月 9日（木）
19：00～ 20：00
Web 研修会

非会員の方は『氏名』『医療機関名』
『メールアドレス』を明記の上、
下記アドレスまで申し込み下さい。
ogata.yuji0626@gmail.com

令和 3年 11月 25日（木）
18：30～ 20：00
Web 研修会

非会員の方は『氏名』『医療機関名』
『メールアドレス』を明記の上、
下記アドレスまで申し込み下さい。
Ishiharami@kun.kumamoto-u.ac.jp

令和 3年 11月 27日（土）
13：00～ 15：00
Web 研修会

非会員の方は『氏名』『医療機関名』
『メールアドレス』を明記の上、
下記アドレスまで申し込み下さい。
noriko-yama@kuh.kumamoto-u.ac.jp

令和 3年 12月 1日（水）
18：00～ 20：00
Web 研修会

非会員の方は『氏名』『医療機関名』
『メールアドレス』を明記の上、
下記アドレスまで申し込み下さい。
jmrinken@juryo.or.jp

11 月・12月研修会のお知らせ
Web研修会は日臨技の事前登録システムで登録お願いします。　※研修会３日前締切り
（熊臨技HP→学会・研修会案内→” 日臨技事前参加申込みサイトで事前登録する “クリック）指定なき場合、参加費は無料です。（但し会員のみ）
熊本県外の会員の方は参加できませんので、予めご了承ください。

※非会員は 3,000 円です

11月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

開催日時・会場 内　　　　容

１．日時：2020 年 6 月（詳細未定） ２．学会長　松本珠美（熊本保健科学大学）　
　　
　　実行委員長　立石多貴子（熊本保健科学大学）

３．場所：未定　　
　　
　　開催形式：現地での対面発表および
　　web 配信を予定

４．演題募集開始　
　　
　　11 月下旬～ 2022 年 1 月 31 日
　　（詳細は順次熊臨技ホームページに掲載予定）

12 月研修会予定
『カラム凝集法について』
講師　齋藤大輔
　　　（オーソ・クリニカル・
　　　　ダイアグノスティックス株式会社）
『カラム凝集法について』
講師　竹崎賢史
　　　（株式会社カイノス）
『マイクロプレート法を使用した輸血検査』
講師　白幡　繁（株式会社イムコア）

司会　山田聡美
　　　（熊本機能病院）
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  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

九州支部会議

検査と健康展

・令和 3年度日臨技九州支部医学検査学会
　現地 +web 開催　※6( 土 )7( 日 ) 開催

・第 4回臨床生理検査部門研修会
『超音波認定試験対策（基礎）講習会』
web 研修会

第6回臨床血液部門研修会
『血液検査室から病気を診る
　　　　～形態と検査値の着眼ポイント～』
web 研修会

第 2回細胞診症例検討会
『第 2回 症例検討会』
web 研修会

天草地区血液部門研修会
『血液検査データの見方～貧血～』
web 研修会

※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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11 月行事予定表
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