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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。

　第 53回熊本県医学検査学会が盛会のうちに終わったばかりですが、第 54回の演題募集が始まっています。演題登録方
法は熊臨技HPに掲載しております。トップページ「第 54回熊本県医学検査学会」バナーよりお入りください。
　なお、バナーに用いた色はカラーユニバーサルデザイン（色覚バリアフリー）に配慮したものとのことです。どのような学
会になるのか楽しみですね。

事務局からのお知らせ

日　時：　令和 3年 11月 9日（火）19：00 ～ 21：00
出席：田中、福吉、逢坂、富田、田上、野中、山崎、山口
ZOOM：今田、笹田、井島、廣瀬

＜報告事項＞
　1、会長報告： タスクシェア指定講習会事務連絡　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、ノート PC購入　ほか　　　　　　　　　
　　　・広報（富田）：ニュース版、HP更新　　
　　　・組織（山口）：会員名簿作成状況　年内に取り纏め 　　
　　　・渉法（廣瀬）：特になし　　　　　　　　
　　　・事業（笹田）：令和 3年度精度管理調査結果集計中　　
　　　・学術（今田、井島）：県学会優秀演題賞および若手研究奨励賞の決定、
　　　　くまもと医学検査論文投稿（11/26〆切）　 　　
　　　・生涯教育（山崎）：Web 研修会開催状況　11月 4件、12月 2件
　　　・経理（田上）: 特になし
                                  
　3、その他報告
　　　・臨地実習指導者講習会（10/24 Web）　山口理事参加　各都道府県より代表１～２名参加
　　　・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）　
　　　・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。
　　　　　2022 年九州支部医学検査学会　2022.11.5-6　久留米市
　　　・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
　　　・検査と健康展：11月 27日（土）イオンモール熊本　1F
　　　・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
　　　・梅橋豊蔵熊臨技元会長　令和3年度秋の叙勲　瑞宝双光章　受章
　　　・熊本県医学検査学会　会計処理状況

＜協議事項＞　　
1．精度管理調査報告会（R4.2.6 開催）について
　　　熊本県医師会館よりWeb 配信で開催する。特別講演は丸田日臨技副会長に依頼済み。会議終了後、丸田日臨技副会長が
　　Web で参加されることを確認。
2．九州支部タスクシフト研修会（R3.12.19 開催）について
　　　先日の九州支部幹事会において本研修会は実務委員養成を目的としていることから講師を増員して開催することとなった。
　　したがって講師陣を再確認するとともに未決定の領域については早急に対応することとなった。また前日の準備も各県から
　　2名程度参加する。当日の運営委員は、実務委員ではない常務理事が担当し、今後、打ち合わせ等を行っていく。実務委員
　　の第 1回打ち合わせは 11月 24日に行う。
　　　実務委員：田中、逢坂、井島、山崎、中島、立石、松岡
　　　運営委員：福吉、富田、笹田、田上、野中、廣瀬、今田、山口
　　なお、熊本県でのタスクシフト研修会は 2月 20日を候補に計画することになった。
3．検査と健康展（R3.11.27 開催）について
　　　内容は、臨床検査技師の紹介、肝疾患検査の啓発などで、日臨技より送付された資料や肝疾患検査のパンフなどを配付する。
　　出動者は田中、今田、田上、廣瀬、野中。
4．熊臨技定款の変更について
　　　現在、理事の定員が20名以上30名以内となっているが、20名以上32名以内に変更したい旨を会長が提案した。理由は、
　　会員数が1000名を超え、会務も煩雑になり副会長を2名から3名に増員するためで、福岡などでも副会長が3名のところが
　　ある。また、会務の軽減と効率化を図るためには常務理事の定員数も増員すべきとの意見もあり、理事のうち 1名を会長、
　　3名を副会長、15名（以内）を常務理事とすることを理事会に提案することとした（現定款では理事のうち1名を会長、2名
　　を副会長、12名（以内）を常務理事とする）。一方で常務理事の役割分担についても今後見直しをすべきとの意見もあった。
5．行動費の支払いに関して
　　　ZOOMなどWeb 研修会では、従来の司会、受付など以外に PC 操作などの人員が必要との意見があり、行動費支払いの
　　範疇とすることを確認した。

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

第 54回　熊本県医学検査学会情報

第 54回熊本県医学検査学会　演題募集のご案内

拝啓
晩秋の候、益々御健勝のこととお慶び申し上げます
さて、第 54回熊本県医学検査学会の演題募集のご案内を申し上げます。会員におかれましては新型コロナウィルス感染拡大の
影響により医療現場もしくは日常生活と忙しい中ではありますが是非、数多くの演題募集をお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開催概要

【名　称】：第 54回熊本県医学検査学会
【会　場】：検討中（Webライブ配信及び人数制限による会場設営予定）
【会　期】：2022 年 6月予定（詳細未定）
【一般演題申込期限】：2021 年 11月 24日（水）～ 2022 年 1月 31日（月）
【抄録提出期限】：2022 年 1月 31日（月）

【お問い合わせ】：学術担当（日赤健康管理センター　小山大樹　daikig58@gmail.com）まで

※演題の登録、抄録の応募は日臨技のホームページで受け付けます。詳しい方法は第 54回熊本県医学検査学会ページをご確認
　ください。

技師会会員の皆様へ
初めまして、今回、第54回熊本県医学検査学会の実行委員会広報担当となりました阿蘇温泉病院の犬塚と申します。これから毎
月、来年開かれます県学会の新着情報の提供を技師会誌で公開いたします。一昨年、今年度と新型コロナウィルスの影響により
Web開催のみの発表となりましたが、来年度は今年度を踏まえてWebライブ配信と人数制限をかけての学会発表を考えており
ます。
早速、第1回目の会議を10月 19日 (火曜日 )に ZOOMにて行いました。内容は主に実行員会のメンバー紹介です。メンバーは
以下の通りになります。

メンバー紹介　　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）
　　　　　　　　学術　　　　小山大樹（日赤健康管理センター）　　　施設　　　　竹内保統（熊本再春医療センター）
　　　　　　　　総務　　　　宮前美紀（熊本中央病院）　　　　　　　広報　　　　犬塚恭治（阿蘇温泉病院）

次回の議題：特別講演について

以上となります。実行委委員会全員でより良い県学会を目指して頑張りますので今後とも何卒、皆様のご協力賜りますよう宜し
くお願い致します。

2021年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会
日時：2022 年２月 6日（日）13:00 ～ 16:30
会場：Web 開催
※　詳細は次回のニュース版に掲載します。
　　　　　　　　　　　　　　　総合司会　笹田　景子（熊臨技　事業部長）

◆開会挨拶　 　　　　　　　　熊本県医師会　会長　福田　稠　先生

◆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
◆2020 年度精度管理調査報告　　　　　        　　　
　(1) 概要について　　　　　　　　　　　上島　さやか（済生会熊本病院）
　(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）
　(3) 輸血細胞治療部門解析報告
　　　　輸血検査・フォトサーベイ　　　　　山下　聡美（熊本機能病院）
　(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）
　(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）
　(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　        　　　　　緒方　佑二（熊本市民病院）
　(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）
　(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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　妙子（済生会熊本病院）
　(9) 染色体・遺伝子部門解析報告
　　　　COVID-19 遺伝子解析　　　　　　　　笹田　景子（熊本大学病院）

◆特別講演
　　タスク・シフト /シェアに関する講演（仮）
　　　　講師：丸田　秀夫 先生　（日本臨床検査技師会　代表理事副会長）
　　　
◆閉会挨拶　　　　　熊本県臨床検査技師会　会長　田中　信次

1. 実施主体　　( 公社 ) 熊本県医師会・( 一社 ) 熊本県臨床検査技師会
2. 日　　時　　令和４年１月２３日（日） 午前９時～１２時
3. 開催形式　　熊本県医師会館からのWEB 配信
4. 講　　演　　 9:10 ～ 9:40 (1)『輸血検査実技の基礎、ABO・RhD 血液型検査の手順』
　　　　　　　　　　　　　　　　熊本赤十字病院　検査部　龍　正樹　技師
               　　　9:40 ～ 10:10(2)『不規則抗体検査、交差適合試験の検査手順』
　　　　　　　　　　　　　　　　天草地域医療センター　検査部　岩崎　晃史　技師
　　　　　　　 10:10 ～ 10:40(3)『カラム凝集法の手順』
　　　　　　　　　　　　　　　　熊本中央病院　検査科　紫垣　まどか　技師
　　　　　　　 10:50 ～ 11:20(4)『血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験の問題解説』
　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市医師会地域医療センター 　
　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査部　山本 浩史郎　技師
　　　　　　　11:20 ～ 11:50(5)『カラム凝集法の解説』
　　　　　　　　　　　　　　　　水俣市立総合医療センター　検査科　赤星　彰一　技師
5. 参加対象　　県下全医療施設の医師、看護師、臨床検査技師、その他
6. 申込み
　◆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：令和３年度臨床検査講習会登録の件
　　　　　　　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。） 
　
　◆参加費用  1 人 1,000 円
　◆振込口座　熊本県医師信用組合　本店（普通）224170　
　　　　　　　公益社団法人熊本県医師会　会長　福田　稠
　◆申込締切  令和４年１月１４日（金）
　　　　　　　①申込締切日までに参加費の振込確認が出来た方のみ、招待用 URL を送信いたします。
　　　　　　　　( 参加費振込後の申込み取消しについては、返金が出来ませんので予めご了承ください。)
　　　　　　　②参加費の振込手数料はご本人様負担となります。

7. 問合せ　　熊本機能病院　臨床検査課　山下聡美
　　　　　　　E-mail：jmrinken@juryo.or.jp　　TEL:096-345-8111（内線：2510）

令和３年度臨床検査講習会　開催案内

　時下、会員の皆様にはますますのご健勝のこととお慶び申し上げます。
　この度、輸血実技講習会につきまして、今年度は感染面を考慮しWeb による講義形式の研修会を開催致します。動画を交えた実践に近い内容と
なっています。多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具　

参加登録の方には、申込いただいた視聴用メールアドレス宛に、本講習会の招待用 URL を
令和４年１月１8 日（火）頃までにご案内申し上げます。

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 32 回血液検査研修会』のご案内

ふ  く  だ しげる

デーマ：総合的に血液疾患を診れる技師へ ～血液の 3 密を紐解く～ 
主　催：( 一社 ) 日本臨床衛生検査技師会九州支部　　会　期：令和 4 年 1 月 8 日 ( 土曜日 ) 12 時 50 分～17 時 30 分 
方　式：Web 開催　　定　員：200 名　　受講料：2000 円 
申込方法：日臨技ホームページの会員専用ページからお申し込み下さい。
申し込み締切：2021 年 12 月 15 日 ( 水 ) ※定員になり次第締め切らせていただきます。 
入金先：鹿児島銀行 桜ヶ丘支店 ( 店番：143) 普通預金 口座番号：3059906 口座名：第 32 回血液検査部門九州卒後セミナー
問い合わせ先：国立病院機構 鹿児島医療センター 臨床検査科 波野 真伍 E-mail: karingi.ketsueki@gmail.com

本研修会では症例提示においてセラビジョン・ジャパン株式会社のソフトを使用致します。そのため、参加申込頂いた方の個人情報（氏名、メール
アドレス）をセラビジョン・ジャパン株式会社へ提供し、セラ ビジョン・ジャパン株式会社より各参加者へソフトの使用権限 (ID/PW) が配信され
ます。参加申込にあたっては個人情報提供への同意をお願い致します。提供された個人情報はセラビジョン株式会社により適正 に管理され、本研
修会の目的以外には使用されません。同意頂けない場合には、症例提示画像の事前確認 等が出来ませんが、当日の講演視聴は可能です。あらかじ
めご了承頂きますようお願い申し上げます

講演 1 「臨床検査データ及び血液形態からの血液疾患へのアプローチ」 
講師：国立病院機構 九州がんセンター 臨床検査技師長 牟田 正一 
症例提示（セラビジョン社の画像閲覧ソフトを使用） 
　症例 1 鹿児島市立病院 臨床検査技術科 藤垣 大輔  
　症例 2 熊本赤十字病院 エスアールエル検査室 林 健斗 
　症例 3 宮崎県立延岡病院 臨床検査科 久方 倫子 
講演 2 「血液疾患診療における検査結果の見方と解釈」 
講師：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血液・膠原病内科学分野 准教授 吉満 誠 
講演 3「凝固検査の心得（仮）」 
講師：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学 教授 橋口 照人

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）

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

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 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

１２月・１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

１月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

開催日時・会場 内　　　　容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）



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

九州支部タスクシフト研修会

　第4回輸血細胞治療部門研修会
　『カラム凝集法について』
　『マイクロプレート法を使用した輸血検査』
　web 研修会

第 5回臨床生理検査部門研修会
『心エコー講習会』
web 開催

令和 3年度日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会
オンデマンド配信最終日

※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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12 月行事予定表

定例会議

第 32回血液検査研修会申し込み締め切り 31（金）

クリスマス

大晦日
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