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日　時：　令和 3年 2月 9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、笹田、山口、田上、山崎
ZOOM出席：　富田、廣瀬
欠席者：　井島
＜報告事項＞
　1、会長報告：　日臨技・九州支部関係：第70回日本医学検査学会（5/15-16）Web（オンデマンド）開催
　　演題数 524 題　熊臨技関係：第 70回日本医学検査学会座長依頼有
　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）：会員名簿作成準備状況　
　　・渉法（廣瀬）：令和 3年度賛助会員・広告募集状況
　　・事業（笹田）：臨床検査精度管理調査報告会（2/7 Web）事前申込 235 名（技師のみ）、報告書の訂正
　　　について
　　・学術（今田、井島）：肝疾患ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ活動延期、部門Webｾﾐﾅｰ開催に向けて準備状況
　　・生涯教育（山崎）：Web 研修会マニュアルの配布
　　・経理（田上）：2021 年度予算案作成、今年度の予算執行状況
　その他
　　・医保福連携学会　　2021 年 2月 14日（日）　熊本県医師会館　大ホール　手蓑技師発表
　　・2021 年度日本医学検査学会（福岡県開催）：2021 年 5月 15-16 日
　　・令和 3年度秋の叙勲　梅橋元熊臨技会長を推薦
＜協議事項＞
1.　熊臨技ホームページ（HP）の管理運営について
　　　広報部よりHPの改訂案が提出された。協議の結果、古い情報は削除またはアーカイブとして別
　　の部分へ移動させ、現在のHPを見直す。
2.　Web 研修会のサポートおよび課題について
　　　先日、学会サポートセンタ―の協力のもと生理部門のWeb 研修会（勉強会）が行われた。他部
　　門からの見学、マニュアル配布などWeb 研修会実施に向けて準備を進めているが、各部門からは
　　不慣れなこともあり、出来れば今後も業者によるサポートをつけるよう打診された。またWi-Fi 環
　　境構築も課題であり、モバイルルーターを準備することなった。熊臨技事務所のWi-Fi 環境が整え
　　ば事務所を使用しての配信が可能となる。したがって業者によるサポートは費用の面からも初回の
　　みとし、熊臨技事務所などを活用して活動していただきたい。
3.　Web 研修会の参加申し込みと参加費の徴収方法について
　　　Web 研修会への参加申し込みは、日臨技システムでも可能であるが、参加費の徴収が出来ない。
　　したがって参加費が不要な場合、特段問題はない。しかし、非会員が研修会に参加する場合や実習
　　を伴う研修会などの場合に参加費の徴収が必要となる。入金管理の手間等を考え、Web決済システ
　　ムを導入しているパレットプランニング（HP運営会社）や学会サポートセンターに打診してみるこ
　　ととなった。
4.　熊臨技名簿作成について
　　　従来の冊子による名簿発行を中止し、電子データによる名簿を作成し、HP上で閲覧や編集が出来
　　るようにする。名簿調査は 4月以降に実施する予定。
5.　タスクシフティングに関する研修会および宮島会長の招聘について
　　　日臨技は医師の働き方改革に向けた取り組みの一環として臨床検査技師に対するタスクシフティ
　　ング業務啓発事業を展開している。この中で本件に関する研修会を熊臨技で開催するよう依頼された。
　　内容は理事を中心に勤務環境を改善し臨床検査技師へのタスクシフティング普及について検討する
　　グループワークで、3月 14 日に理事会を開催し、同時に研修会も実施することとした。日臨技に
　　日程を知らせ、予定が合えば宮島会長がWeb で参加される予定。

その他
　先日の精度管理調査報告会での遺伝子部門の内容をメーカーが発表してほしいとの依頼があった。
　　参加施設の許諾を得ることを条件に承諾した。
　今年度はコロナ感染拡大に伴い、施設連絡責任者会議を開催することが出来ないようなので、4月
　　以降に開催する旨を連絡する。
　Web 研修会では録画配信はしない（ライブ配信が基本）。また業者によるサポート費用は各部門・
　　地区での初回開催は事務局より支出し、2回目以降は必要に応じて各部門予算から支出する。
　次年度のシティ FMの講演者（6/23，12/22，12/29）を次回選出する。

令和2年度 第 11回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

天草地区研修会 ( 基礎部門 ) のご案内

　　　　　　　　　事務局からのお知らせ

総務部：　熊本保健科学大学内
TEL：　096-275-2183　　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。

当会でも web での講習会が増えてきました。

そこで、ZOOMなどを利用したwebでの講習会参加の方法を手順書としてホ

ームページに掲載しています。また、講習会参加申込みの方法も、これまで

のメールやFAXを利用した方法から、日臨技HP参加申込ページを活用する方

法へと変更します。

いずれも、熊臨技ホームページよりご確認ください。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

謹啓

　向春の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。

　令和2年度天草地区研修会基礎分野のご案内を申し上げます。

　現在、臨床検査技師は検査室内での業務が中心となっておりますが、チーム医療や

他職種連携など様々な場面で活躍の場が増えてきています。

今後、検査技師が力を発揮できる分野が広がっていくよう熊臨技が目指す臨床検査技

師のありかた、展望を熊臨技の田中信次会長にご講演頂きます。

また、講演終了後に来年度天草地区研修会、熊本県医学検査学会についての会議を

行いたいと考えていますので今年度の各部門担当者の方は天草地域医療センターに

お集まり頂きますようお願い申し上げます。

参加登録につきましては日臨技 HP の研修会事前参加申し込みサイトよりお願い

します。

　年度末のご多忙中とは存じますが、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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

日　時：令和3年 3月 10日 (水 )　19時 00分～

会　場：Zoomを用いたWeb開催

タイトル：「熊臨技が目指す今後の臨床検査技師像」

演　者：田中　信次先生（熊本県臨床検査技師会　会長）
ご不明な点がございましたら天草地域医療センター　

　　　　　　　　　　　　　　　　　検査部　土黒までご連絡ください。

　　　　　　　　　　Tel:0969－24－4111（内線164）

　　　　　　　　　　Mail:( labo@amed.jp)

3 月・4月研修会のお知らせ

3月研修会予定

天草地区研修会基礎分野

病理細胞部門技術講習会

熊臨技が目指す今後の臨床検査技師像

司会　磯崎将博（天草地域医療センター）

講師    田中信次（熊本県臨床検査技師会会長）

熊本県における癌ゲノム医療の実情

司会　石原光浩（熊本大学病院）

講師　笹田景子（熊本大学病院）

令和 3年 3月 10日 ( 水 )　
          19：00 ～ 20：00
Web 開催
※事前登録システムにて受付

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

令和 3年 4月 22日（木）
          18：30 ～ 20：00
Web 開催
※事前登録システムにて受付

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@kuh.kumamoto-u.ac.jp

開催日時・会場 内　　　　容

4月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

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。（HP参照）
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



31（火）

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

技師会会費口座振替日

春分の日

定例会議

天草地区研修会

※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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