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日　時：　令和３年３月１４日（日）１３：００～１５：３０
場　所：　熊本保健科学大学　1300L 講義室（〒860-0806　熊本市中央区花畑町 1-13　℡096-354-3838）
出席者：　田中信次、逢坂珠美、福吉葉子、野中喜久、田上さやか、富田文子、松本珠美、山崎卓
　　　　　今田龍市、井島廣子、笹田景子、小島由香里、手蓑京美、松岡拓也、中島みどり、山口勝利、
　　　　　小山大樹、原田精一、渡辺正剛、古閑公治、早川敏郎、篠原弘文、磯崎将博、西田志保、
　　　　　廣瀬里子、永井香代子、瀧口巌、林康子
欠　席（委任状含）：上尾早紀、田上圭二、竹口祥人、土黒康平　　（順不同）
＜報告事項＞
１．会長報告：　熊臨技関係、日臨技・九州支部関係　　
２．各部報告
　　　・総務（野中）：日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等
　　　・広報（富田）：ニュース版形式の見直し（冊子形式から端物形式へ）
熊臨技ホームページの整理
　　　・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、発行誌広告募集　（3/12 現在　賛助会員 30社　広告 6社）
　　　・事業（笹田）：精度管理調査報告会　その他　
　　　・学術（今田・井島）：部門長会議　学会座長推薦、COVID-19 感染予防マニュアル等作成活用
　　　・生涯教育（山崎）：生涯教育研修会等の開催・参加登録
　　　・経理（田上）：通常経理報告、令和 3年度予算案
３．第 53回熊本県医学検査学会 　　担当　天草地区　　
        会期：令和 3年 9月～ 10月の日曜日
　　　　会場：熊本医師会館（予定）　Web+ 現地開催
　　　　テーマ：「ポストコロナ時代に求められる臨床検査技師像を考える」
　　　 　学会長：磯崎将博技師（天草地域医療センター）
　　 　　実行委員長：木下博登技師（上天草総合病院）
　　　 　開催方法：Web 開催（事前収録 +Live 配信）
　　   　企画内容：一般演題、シンポジウム、パネルディスカッション、教育講演、特別講演ほか
４．その他
　　　医事功労者県知事表彰　　石橋浩三技師（荒尾市民病院）
　　　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・承認事項＞
１．令和 3年度事業計画案（生涯教育研修会計画含む）および予算案　
   　 　案の通り、承認された。
２．令和 2年度表彰推薦委員会報告（会長賞、学術奨励賞、永年職務精励者表彰）
　　　表彰推薦委員会より推薦された下記の表彰が承認された。
　　会長賞：臨床微生物部門 部門長 森口美琴氏（熊本労災病院）
　　永年職務精励者表彰：日臨技会員として20年以上で1965年生まれ（1月 1日～ 12月 31日）の 19名
　　※本年度の学術奨励賞は選考対象論文が少なく、該当なし
　　会長賞の選考基準が明確でないため、今後、常務理事会で案を作成し、次回の理事会で協議するこ
　　ととなった。
３．施設連絡責任者会議開催について　
　　　4月 25 日に開催予定。内容はタスクシフト研修会とし、技師連盟についても含む。ZOOMによ
　　る開催も検討し、施設連絡責任者の参加が難しい場合には代理を立てて参加を促すこととなった。
４. その他
　　 特になし

　　なお、理事会前にタスクシフト研修会として宮島日臨技会長の講話（Web）と事例紹介（山崎技師、
　　手蓑技師）があった。

日　時：　令和 3年 3月 9日（火）19：00 ～ 21:00
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、富田、野中、笹田、山口、田上、山崎、井島
ZOOM出席：　今田、廣瀬
＜報告事項＞
　1、会長報告：　日臨技・九州支部関係：タスクシェアに関する事務連絡　熊臨技関係：日臨技宮島
　　会長講話（3/14）の依頼
　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、ホームページに関する業者との打ち合わせ　
　　・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（現在まで賛助会員 26社、広告 6社申込）
・事業（笹田）：臨床検査精度管理調査是正状況について
　　・学術（今田、井島）：日本医学検査学会座長推薦、2021 年度部門委員名簿提出依頼ほか
　　・生涯教育（山崎）：Web 研修会実施に向けての準備状況
　　・経理（田上）：特になし
　その他
　　・2021 年度日本医学検査学会（福岡県開催）：2021 年 5月 15-16 日　548 題　座長推薦
　　・第 3回理事会開催：2021 年 3月 14日　熊本保健科学大学
　　・医事功労者県知事表彰：石橋浩三技師（荒尾市民病院）推薦
＜協議事項＞
1.　タスクシェア研修会について
　　　3/14 理事会時に標記の研修会を開催する。宮島日臨技会長にWeb での挨拶を依頼している。事
　　例紹介として手蓑理事（谷田病院）と山﨑理事（熊本赤十字病院）が発表予定。
2.　施設連絡責任者会議の開催について
　　　タスクシェア研修会も含めて施設連絡責任者会議を開催したい。出来れば4月中を検討しているが、
　　日程が決まり次第、日臨技役員の派遣依頼を行うこととなった。
3.　熊本県精度管理調査システム（標準化サーべイを含む）の今後の運用について
　　　西村前理事より、熊臨技がこれまで取り組んできた精度管理事業（標準化サーベイを含む）につ
　　いて説明があった。当初に比べると検査項目が増加し、処理も複雑になってきたことから、データ
　　処理を行う業者のスケジュールや担当者（事業部や総合部門）の業務も煩雑となっている。今年度
　　は報告書のミスも生じた。精度管理や精度保証のためにも新システムの構築は最重要課題であり、
　　業者の再考も含めて今後検討することとなった。一方、標準化サーベイの窓口（管理担当者）が臨
　　床化学部門または熊大病院生化学担当者、さらに総合管理部門長と曖昧だったことから、熊大病院に
　　一本化し情報の集約を行うこととなった。
4.　Web 研修会運用に関して
　　　部門研修会用として4月よりモバイルWi-Fi ルーターを使用可能である。受付PCとともに生涯教
　　育部が管理する。また県外からの研修会参加申し込みも可能だが、参加費は非会員扱いとする。参
　　加費の徴収方法について、非会員の参加状況が不透明なため、今年度は無料でできる HP 改修にと
　　どめ様子をみることとした。
5.　熊本県歯科衛生技師会研修会の講師依頼について
　　　8月にオンラインで開催される研修会に熊臨技へ講師派遣依頼があった。内容は検査データの見方
　　についてで、富田臨床化学部門長に打診してみることとなった。

その他
　常務理事間で通信用として使用しているメールアドレスが施設の共通アドレスの場合、個人アドレス
　　に変更することとした。
　次年度のシティ FMの講演者（6/23，12/22，12/29）の選出（継続審議）。

令和２年度　第３回  理事会議事録

令和2年度 第 12回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

　　　　　　　　　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。

　新緑とともに、新年度が始まります。

今年度、医師の働き方改革に関する検討会の結果を受け、検査技師にもタスク・シフティング（業務

の移管）が行われる予定です。詳しくは、日臨技HP「臨床検査技師に対するタスク・シフティング

業務啓発事業について」をご覧ください。

　今年度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

4月・5月研修会のお知らせ

4月研修会予定

病理細胞部門 技術講習会

臨床血液部門研修会

『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）

『悩ましい血液データの見方』

司会　山本紀子（熊本大学病院）

講師　舛田博貴（熊本大学病院）

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

令和 3年 5月 25日（火）
          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。
noriko-yama@kuh.kumamoto-u.ac.jp

開催日時・会場 内　　　　容

5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。（熊臨技HP→資料→マニュアルを参照ください。）
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



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

昭和の日定例会議

病理細胞部門技術講習会
　「熊本県における癌ゲノム医療の実情」

施設連絡責任者会議　（予定）

※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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4 月行事予定表
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