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日　時：　令和 3年 4月 13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、井島
ZOOM出席：　富田、廣瀬

＜報告事項＞
　1、会長報告：　日臨技・九州支部関係：日臨技災害見舞金制度の廃止を検討中、総会で決議の予定
　　　                     熊臨技関係：　医事功労者表彰状を石橋技師へ代行授与
　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（現在まで賛助会員 44社、広告 14社申込）
　　・事業（笹田）：臨床検査精度管理調査是正状況
　　・学術（今田、井島）：令和 3年度部門役員決定
　　・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）：令和 2年度会計監査終了
　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　
　　・令和 3年度第 1回 施設連絡責任者会議：2021 年 4月 25日　13～ 15時　熊本保健科学大学
　　・熊本県歯科衛生士会研修会（2021 年　8月）に講師として富田技師（生物化学部門長）を派遣　
＜協議事項＞
1.　第 1回 施設連絡責任者会議について
　　　4/25 熊本保健科学大学で開催する。県南および天草地区は ZOOM参加とし、県央および県北地は会場参加
　　とする。ZOOM参加の場合、出欠確認は会議後のメール返信の有無で行う。
2.　令和 3年度シティ FMの講演者（6/23，12/22，12/29）の選出について
　　　6/23　井島理事、12/22　田上理事、12/29　山崎理事にそれぞれお願いすることとなった（内容は一任）。
3.　あじさいセミナーについて
　　　今年度のあじさいセミナーは ZOOM開催とし、6月 12日 15 ～ 17 時で計画する。昨年度は中止としたため、
　　昨年度の対象者（2年目技師）も参加可能とする。内容は、組織紹介、（卒後 2～ 3年）先輩技師の話、熊臨技HP
　　紹介、技師連盟紹介等を予定。参加者増加に対応するために ZOOMの契約を一時的に変更することとなった
　　（300 人まで対応可）。
4.　令和 3年度熊臨技年間スケジュールについて
　　　熊本県精度保証研修会（学術講演会）は今田理事を中心に 8 月にWeb で開催する。県医師会と共催の臨床
　　検査講習会は12月に井島理事を中心に計画し、熊本県精度管理調査報告会は笹田理事を中心に1月くらいに
　　計画する。臨床検査講習会と精度管理調査報告会の開催方法は様子をみながら判断する。
その他
●　対面による部門勉強会の可否について検討したが、感染者が増加傾向を示していることからもう少し様子をみて
　　判断すること
　　とした。症例検討会が活発に運営されている心エコーミーティング（主催熊大病院）を参考にしていただ
　　きたい。
●　定時総会（6/20）の開催場所として熊本県医師会館または熊本保健科学大学を打診する。

令和3年度 第 1回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

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。

●　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

事務局からのお知らせ

5月・6月研修会のお知らせ

令和3年 5月 21日 ( 金 )19：00 ～ 20：00  Web 研修会 司会　土黒康平（天草地域医療センター）
『LD,ALP の IFCC 法について』
　　 講師　富田浩平（上天草総合病院）

司会　山本紀子（熊本大学病院）
『悩ましい血液データの見方』
　　 講師　舛田博貴（熊本大学病院）

司会　山本紀子（熊本大学病院）
『基本的な末梢血液像の見え方と考え方』
　　 講師　八尋真希子（済生会熊本病院）
『骨髄検査の基礎知識』
　　 講師　松本翔太（熊本総合病院）

司会　森口美琴（熊本労災病院）
『新型コロナウイルス変異株 PCR 検査について』
　　 講師　磯崎将博（天草地域医療センター）

司会　中山陽平（熊本中央病院）
『尿沈渣～血球類・円柱類～』
　　 講師　立山弘樹（熊本医療センター）
司会　山田聡美（熊本機能病院）
講演①『血液型、交差適合試験の基礎』
　　 講師　丸山あゆみ（水俣市立総合医療センター）
講演②『演習問題と解説』
　　 講師　岩崎晃史（天草地域医療センター）

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 6月 2日 ( 水 )19：00 ～ 20：30  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

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

令和 3年 6月 22日 ( 火 )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。noriko-yama@kuh.kumamoto-u.ac.jp

令和 3年 6月 10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。ippankensa.kumamoto@gmail.com

令和 3年 6月 19日 ( 土 )14：00 ～ 16：00  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

5 月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

開催日時・会場 内　　　　容6月研修会予定

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

令和 3年度熊本県臨床検査技師会　定時総会開催通知
　定款第１７条により令和 3年度一般社団法人熊本県臨床検査技師会定期総会を開催するので会員各位の出席を
要請します。

日　時：令和3年 6月 20日（日）11：00～ 12：00　
場　所：熊本県医師会館　3F　研修室
　　　　　（〒860-0806　熊本市中央区花畑町1-13　TEL　096-354-3838）

　総会当日は、議案書ならびに会員証を必ず持参してください。なお、議決権を行使できる人は令和３年４月１日に
熊臨技会員になっている方です。

※　委任状提出のお願い
令和3年度定時総会に出席できない会員は必ず委任状を提出してください
（一緒に送付した葉書に記名捺印し、施設の連絡責任者が期日までに責任をもって提出してください）
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　委任状提出期限：令和３年６月１２日（土）

令和２年度　医事功労者県知事表彰受賞者紹介について
謹啓
　会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
　この度、石橋浩三氏（荒尾市民病院）が、公益事業や地域保健事業等への貢献に事に対しまして、医事功労者と
して名誉ある県知事表彰を受けられました。
　石橋氏は、県北地区の理事として研修会等の開催に尽力されるとともに、荒尾市で開催される健康福祉まつりで
県民の健康増進にも寄与されました。
　例年でしたら受賞祝賀会を開催し、石橋様の受賞を会員とともにお祝いするところですが、今年度は新型コロナ
ウイルス感染予防対策のため、残念ながら開催を見合わせております。石橋様の今後の益々のご活躍を祈念申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白
　※　熊本県知事より賜りました表彰状につきましては、当会より石橋様にお渡ししました。

「あじさいセミナー 2021」のご案内
　謹啓　皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、熊本県臨床検査技師会では「あじさいセミナー 2021」を下記の通りWeb にて開催致します。

　このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く時期に開催しています。
新卒技師の方、新入会員・入会予定の技師の方を対象としております。また、昨年度は新型コロナウイルスの影響
で開催中止となりましたので、2年目の若手技師の方にも奮って参加頂きたくご案内いたします。

毎年恒例のセミナー後のボーリング大会および親睦会は、感染対策のため中止しますのでご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白
【開  催  日】：令和 3年 6月 12日 ( 土 )　15：00 ～ 17：00【会　　場】：Web 開催（Zoom）【参  加  費】：なし
【プログラム】：　
15：00　　開会
15：05　「会長挨拶」　会長　田中信次氏（日赤熊本健康管理センター）
15：10　「熊本県臨床検査技師会って何なん？」副会長　福吉葉子氏（熊本大学病院）
15：40　「先輩技師より」
①～検査技師 3年目のわたし～　内田有咲技師（熊本赤十字病院）
②～検査技師 5年目のわたし～　野口桃子技師（熊本大学病院）
16：20　常務理事・学術部門長紹介
16：50　「日本臨床検査技師連盟について」　　　瀧口　巌氏
17：00　閉会
【申込方法】：下記メールにお申し込みください。
　　　　　※申し込みの際は『氏名・勤務先・検査技師〇年目』をご記入ください。　　　　
　　　　　申込先：misaka.rina.yj@kumamoto-med.jrc.or.jp
　　　　　　　　担当：（一社）熊本県臨床検査技師会　生涯教育部　三坂莉奈
【申込締切】：令和 3年 6月 9日 ( 水 )　※熊臨技HPにも案内記載していますのでご覧ください。

天草地区研修会（生化学）のご案内
謹啓
　春風の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。新型コロナウイルス感染症もまだ収束は見られず、
今年度も ZOOMによるWeb 研修会を行いたいと思います。令和 3年度最初の天草地区研修会（生化学）の
ご案内を申し上げます。
令和 3年 4月より LD,ALP の IFCC 法による測定を始められた施設も多いかと思います。運用開始して一月経
ったところで、IFCC 法の特徴や試薬変更時の問題点等を共有する
機会になればと考えております。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。御多忙の折とは存じますが、会員の皆様のご参加をお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白
日時：令和 3年 5月 21日（金）19：00 ～ 20：00　開催方式：ZOOMによるWeb 講演
講演：「LD,ALP の IFCC 法について」　講師：富田　浩平（上天草総合病院）
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください　上天草総合病院　富田 Tel：0969-62-1122

天草地区・熊臨技微生物部門合同研修会のご案内

令和 3年度　熊臨技学術部　部門役員紹介

謹啓
　春風の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
天草地区・熊臨技微生物部門合同研修会のご案内を申し上げます。
現在、世界中で問題視されている新型コロナウイルス変異株ですが日本国内におきましても検出割合は増加し
ており、大都市圏に限らず九州各地で検出されています。
　今回、天草地域医療センターの磯崎技師に新型コロナウイルス変異株の検査について御講演頂きます。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。御多忙の折とは存じますが、
自施設で新型コロナウイルス検査に携わっておられる皆様をはじめ、多くの会員の皆様のご参加をお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白
日時：令和 3年 6月 2日（水）19：00 ～ 20：30　開催方式：ZOOMによるWeb 講演
講演：「新型コロナウイルス変異株 PCR 検査について」　講師：磯崎　将博（天草地域医療センター技師長）
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください
天草地域医療センター　土黒 Tel：0969-24-4111（内線 164）　　Mail：labo@amed.jp

（令和 2年 4月 12 日現在）
部門名・担当 氏名 施設名 電話

臨床検査総合部門
部門長 上島　さやか 済生会熊本病院　　　　
副部門長 萩尾　美恵 菊池郡市医師会立病院
部門員（会計） 宮田　莉奈 済生会熊本病院　予防医療センター　　　　
染色体・遺伝子部門
部門長 笹田　景子 熊本大学病院
副部門長 片淵　達也 熊本大学病院
部門員（会計） 戸田　聡子 熊本大学病院
臨床微生物部門
部門長 森口　美琴 熊本労災病院
副部門長 林　秀幸 熊本大学病院
副部門長 溝上　幸洋 くまもと森都総合病院
部門員（会計） 浜島　智央 熊本労災病院
臨床一般部門
部門長 中山　陽平 熊本中央病院
副部門長 近藤　妙子 済生会熊本病院
副部門長 立山　弘樹 熊本医療センター
部門員（会計） 小山　美佐子 熊本中央病院
生物化学分析部門
部門長 富田　浩平 上天草総合病院　　　   
副部門長 山内　露子 熊本大学病院
副部門長 下村　裕哉 熊本市医師会検査センター
副部門長（会計） 手蓑　京美 谷田病院　　　　　　　　
臨床生理部門
部門長 緒方　佑仁 熊本市民病院
副部門長 ( 神経 ) 兼崎　太輔 熊本赤十字病院
副部門長 ( 画像 ) 吉田　健一 熊本労災病院
会計 ( 神経 ) 中島　卓弥 ちとせ循環器内科

096-351₋8000
0968-25₋2191
096-351₋1011

096-373₋5703
096-373₋7097
096-373₋5703

0965-33₋4151
096-373₋5696
096-364₋6000
0965-33₋4151

096-370₋3111
096-351₋8000
096-353₋6501
096-370₋3111

0969-62₋1121（128）
096-373₋5700
096-363₋3311
096-234₋1248

096-365₋1711
096-384₋2111
0965-33₋4151
096-273₋7227
096-365₋1711

096-373₋5702
0965-32₋7111
096-373₋5702

096-373₋7099
0965-33₋4151
096-365₋1711

096-345₋8111
096-353₋6501
096-384₋2111
096-384₋2111

会計 ( 画像 ) 藤野　華子 熊本市民病院
輸血細胞治療部門
部門長 山田　聡美 熊本機能病院
副部門長 橋本　規雅 熊本医療センター
副部門長 吉田　雅弥 熊本赤十字病院
部門員（会計） 龍　正樹 熊本赤十字病院
臨床血液部門
部門長 山本　紀子 熊本大学病院
副部門長 松本　翔太 熊本総合病院
（会計） 田中　洋子 熊本大学病院
病理細胞部門
部門長 石原　光浩 熊本大学病院
副部門長 森谷　智輝 熊本労災病院
部門員（会計） 志賀　有紗 熊本市民病院

天草地区研修会
～臨床化学部門～

天草地区研修会
～遺伝子検査部門～

第1回臨床血液部門研修会

第2回臨床血液部門研修会

臨床一般部門研修会

輸血細胞治療部門研修会
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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

悩ましい血液データの見方

定例会議

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

日本医学検査学会

日本医学検査学会

LD,ALP の IFCC 法について

※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（日）

３（月）

４（火）

５（水）

８（土）

９（日）

10（月）

11（火）

12（水）

13（木）

14（金）

15（土）

16（日）

17（月）

18（火）

19（水）

20（木）

21（金）

22（土）

23（日）

24（月）

25（火）

26（水）

27（木）

28（金）
29（土）

30（日）

６（木）

７（金）

１（土）

5 月行事予定表

31（月）
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