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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。

　『新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨床検査技師による実施のための研修』がはじまります。
すでに日臨技HPでは座学の受講が可能となっております。詳細を熊臨技HPでご確認ください。 
　また、医師の働き方改革にともなう臨床検査技師に対するタスクシフティングについても、今後の研修スケジュールを熊臨技HP
に掲載しています。 
　なお、熊臨技事務局より、ワクチン接種やタスクシフト等について、これまで以上に皆様にメールでお知らせをお送り
する機会が増えることが予想されます。メールアドレスを登録されていない方、また、施設連絡責任者登録がなされてい
ないご施設には連絡が行き届かない可能性があります。日臨技 HP よりご登録をどうぞよろしくお願いいたします。 
施設連絡責任者の登録については、責任者を総務部にご連絡いただいてもかまいません。自施設に連絡責任者が登録されてい
るかどうかを今一度ご確認ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

事務局からのお知らせ

日　時：　令和 3年 6月 8日（火）19：00 ～
ZOOM出席：田中、福吉、逢坂、今田、田上、野中、富田、笹田、山口、山崎、井島、廣瀬

＜報告事項＞
　1、会長報告：日臨技・九州支部関係：指定講習会に関する事務連絡　
　　　　　　　　熊臨技関係：熊本県よりワクチン接種に関する調査依頼
　2、各部報告
　　　・総務（野中）：検査と健康展企画書提出ほか　　　　　　　　　　　　　　　  　
　　　・広報（富田）：ニュース版、日臨技九州支部医学検査学会ポスター発送
　　　　　　　　 HP 更新 ( 日臨技定時総会議決権、九州支部医学検査学会演題募集 )                             
　　　・組織（山口）：会員名簿作成（調査 6月～ 7月予定　掲載希望を確認する）
　　　・渉法（廣瀬）：賛助会員申込みリスト　
　　　・事業（笹田）：令和 3年度精度管理調査案内ニュース版掲載                
　　　・学術（今田、井島）： 精度保証研修会講師依頼中　　　　　　             
　　　・生涯教育（山崎）：ZOOM研修会 6月 5件、7月 3件　　                    
　　　・経理（田上）：会計資料フォーマットのHP掲載について　               　
　3、その他報告
　　　・令和 3年度熊臨技定期総会：2021 年度 6月 20（日）11時～ 12時　熊本県医師会館 3F
　　　　委任状 622 名（6/7 現在）・・・会員過半数 696 名　　6/12 締切
     　　・あじさいセミナー開催 6月 12日（土）15時～ 17時（2020 年度、2021 年度入職者対象）
        　申込数　26名（6/8 現在）URL は 6/10 配信予定
　　　・令和 3年度熊本県医学検査学会：2021 年 10 月 3日（日）熊本県医師会館）LIVE+ 録画
　　　　　一般演題募集（演題申込～ 7/31、抄録締め切り～ 8/20）
     　　 ・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
　　　　　一般演題募集（演題申込～ 6/30、抄録締め切り～ 6/30）
＜協議事項＞　　　　　　　　　　　
1．精度管理報告会の日程について （候補日：2022 年 2月 6日（日））
　　　報告媒体（冊子、Web 出力等）について医師会へ確認中。メーカー宛に精度管理調査へ参加案内の作成。
2．令和 3年度シティ FMの講演者について　
　　　田上理事担当分（12/22）を石原病理部門長へ変更。
3．熊臨技事務所会議専用ノート PC購入について　
　　　Web 会議の増加に伴い、熊臨技事務所にノート PCを購入する。
4．学術部門長より質問
　4-1　Web 研修会の申し込み、確認方法、レポート内容について
　 　　　Webで研修会を開催する場合、日臨技システムを使って事前参加申込（事前登録）を行っているが、その〆切を研修会３
　　　　日前（平日数え）とし、その後、担当者へ事前登録者一覧を生涯教育部より送信、参加者への事前案内はその一覧を活用する。
　　　また Weｂ参加後の（生涯教育点数のための）レポートは担当者の裁量とする、
　4-2　卒後セミナーの開催承認について、Web 部門会議の日当について
　　　　今年度輸血部門の卒後セミナーが予定されている（10月開催予定）。開催概要を熊臨技へ提出後、開催許可したい。但し、
　　　　新型コロナウイルスの感染状況も考慮する。Web で部門会議を行った場合もこれまで同様の謝金を支払うが、交通費はなし。
　4-3　精度保証研修会の冊子、参加費（1000 円）について
　　　　今年度は冊子作成を取り止め、資料の配布（Webでのダウンロードも含む）を検討する。参加費は徴収しない。
5．熊本県学会共催セミナー費用、講師謝礼について
　　　今年度の県学会での共催セミナーは 1社あたり 7万円とし、講師謝礼は熊臨技規定通り。
6．コロナワクチン接種対応について
　　　熊本県より、ワクチン接種への検査技師の派遣に伴い、状況調査の依頼があった。施設連絡責任者宛てにアンケートを実施する
　　こととなった。
7．タスクシフト /シェアに関して
　　　全国指定研修会が 8/8 東京で日臨技主催で行われる。各支部開催に向けて担当理事が参加（熊本県 1名、福岡県 2名）。
　　九州支部では福岡県でも開催を予定。熊本県での開催は看護協会へ協力依頼し、準備を行う。また理事を中心にWGも立ち上げることとした。

令和3年度 第 3回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

●　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

7 月・8月研修会のお知らせ

7 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。　※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（一社）熊本県臨床検査技師会　表彰　各賞受賞者のご紹介

第53回熊本県医学検査学会開催にあたってご挨拶
　この度、第53回熊本県医学検査学会長を拝命しました天草地域医療センターの磯崎でございます。今年度は天草地区が担当す
ることとなり、上天草総合病院の木下実行委員長はじめ天草地区会員の皆様と鋭意準備を進めているところです。
　さて、COVID-19 の世界的なパンデミックは、医療現場のみならず、私達の日常生活から経済まで、あらゆるところに大きな
影響を与えました。昨年は、大きな試練を与えられたと同時に多くのことを学ぶことができた1年となりました。現在は待望の
ワクチン接種がはじまり、終息への大きな期待が寄せられていますが、一方で新たな変異株の出現も相次いで報告されています。
未だ先行きが不透明な状況下ではございますが、それでも私達はコロナ終息後を見据えた活動を行っていく必要があると感じて
います。このような観点から、学会テーマを「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」といたしました。
開催方法は昨年と同様にWEB開催といたします。内容は一般演題、パネルディスカッション、シンポジウム、特別講演、共催
セミナーを予定しております。会員の皆様におかれましては是非とも多くの一般演題のお申込みをお願いいたします。また、
賛助会員の皆様におかれましても何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。本学会が臨床検査技師の未来を考える機会に
なることを願っております。

第１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『ABI・CAVI』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

◎日　時：令和 3年 8月 26日（木）19：00 ～ 20：00
◎会　場：熊本市民病院からweb 開催　
◎内　容：『コロナ禍における血管機能検査の活用』　
◎講　師：一門 大典 先生（フクダ電子西部南販売株式会社）
◎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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪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）

日　時：平成 30年 7月 30 日（金）19：00 ～
場　所：Zoomを用いたWeb 開催
講　演：アフターコロナの微生物検査室について
　　　　～遺伝子検査装置の活用法を考えよう～
講　師：磯崎　将博先生（天草地域医療センター検査部技師長）

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。
メールが上手く送信できない場合などございますので、早めに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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mall：（labo@amed.jp）

【開催方法について】
　Web 研修会（8月 22日はライブ配信、9月 1日～ 9月 30日の期間はオンデマンド配信となります。）
【申込期間】
　2021 年 7月 1日（木）～ 2021 年 8月 10 日（火）
　
申し込み方法など詳細は熊臨技HPでご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催概要

名　　称：第 53回熊本県医学検査学会　　　　　　　　　　　　　会　　期：令和 3年 10月 3日（日）
会　　場：熊本県医師会館（ライブ配信のための会場となります）　 開催形式：WEB開催（ライブ配信および事前収録）
一般演題申込：令和 3年 6月 1日～ 7月 31日　　　　　　　　　　抄録提出期間：令和 3年 7月 1日～ 8月 20 日

申込・抄録提出先：牛深市民病院　河島慎一（ushp.kensa@gmail.com）まで
なお、シンポジウムおよびパネルディスカッションにつきましても、一般演題と同様の期間での演題申込・抄録提出を
お願いいたします。

天草地区・熊臨技微生物部門合同研修会のご案内

謹啓
　新緑の候、ますます御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・熊臨技微生物部門合同研修会のご案内を申し上げます。今なお国内で多くの新規感染
者が報告されております新型コロナウイルス感染症ですが、PCR 検査機器や、その他遺伝子検査機器を購入し自施
設で遺伝子検査を実施している方も増えていると存じます。
　今回リアルタイム PCR 汎用機を用いた微生物検査の迅速報告への活用法や今後の展望など実際に天草地域医療セ
ンターで行っている検査の事例などを交えながら御講演頂きたいと思います。
　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

日臨技九州支部卒後教育研修会「第13回生物化学分析部門研修会」
気付いてる？日常検査の落とし穴　　～watch out for pitfalls ～

8 月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

　当会では毎年県学会時に開催する定時総会において熊臨技表彰を行っております。しかし、今年度は定時総会が書面決議を主として
開催されましたので、表彰式を執り行うことが出来ませんでした。したがって書面にてご紹介させていただきます。令和 2年度は
下記の方々が表彰されることになりました。
　受賞されました方々には心よりお祝いを申し上げます。また、当会に対するご協力に対しても感謝申し上げます。
　今後とも引き続きご活躍されますことをお祈り致します。
　
１．学術奨励賞
　　　　　選考対象が少ないことから今回は選考見送りとさせていただきました。
　　　　　
２．会長賞
　　　　　森口　美琴　氏（熊本労災病院）
　　　選考理由：
　　　　　コロナ禍のなか、県内の医療機関との情報収集や連携強化などを行い、コロナ検査における体制構築に寄与されているこ
　　　　　とと県内各地域でのコロナ感染症予防研修会の開催にあたっては、指導者として、検査技術改善および向上発展に尽力されている。

３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略）　1965 年生まれで日臨技会員として 20年以上　　　　　　　　

以上　17名

小松丸　延江
宮﨑　千鶴
町原　美希子
古庄　修子
西森　みどり

甲斐　小夜里
平尾　貴子

境　一
木下　まり

水上　雅裕
宮川　清隆
福島　千穂

篠原　弘文
高橋　陽子
小畑　雅代
松岡　暁美
美川　ゆかり

氏   名 氏   名 氏   名 氏   名

第 2回臨床一般検査
                  部門研修会

司会　中山 陽平（熊本中央病院）

『尿沈渣～基礎に立ち返ろう～』
講師　川畑小百合（熊本医療センター）

令和 3年 7月 8日（木）
18：30～ 19：30
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。
 ippankensa.kumamoto@gmail.com

第 2回輸血細胞治療
                  部門研修会

司会　山田聡美（熊本機能病院）

『不規則抗体検査の基礎』
講師　橋本規雅（熊本医療センター）

『演習問題と解説』
講師　徳永さやか（人吉医療センター）

令和 3年 7月 10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

精度保証研修会 2021

司会　今田龍市（くまもと森都総合病院）　　　　　　　　　　　

『最新の肝疾患治療と検査技師に期待すること』（仮題）
講師　田中靖人先生（熊本大学病院　消化器内科学講座　教授）　

『肝疾患コーディネーターについて』（仮題）
講師　野村真希先生（熊本大学病院　肝疾患センター）

令和 3年 8月 29日（日）
13：00～ 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。
imada@k-shinto.or.jp

天草地区・臨床微生物
               部門合同研修会

司会　森口美琴（熊本労災病院）

『アフターコロナの微生物検査室について
～遺伝子検査装置の活用法を考えよう～』
講師　磯崎将博（天草地域医療センター）

令和 3年 7月 30日（金）
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

臨床生理部門研修会
司会　緒方佑仁（熊本市民病院）

『コロナ禍における血管機能検査の活用』
講師　一門大典（フクダ電子）

令和 3年 8月 26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

第 3回臨床血液
                  部門研修会

司会　山本紀子（熊本大学病院）

『症例検討会　症例①』
講師　前田有香（くまもと森都総合病院）

『症例検討会　症例②』
講師　高野愛（荒尾市民病院）

『症例検討会　症例③』
講師　赤迫友太（熊本総合病院）

令和 3年 7月 27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



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

定例会議 海の日

スポーツの日

臨床一般部門研修会
『尿沈渣～基礎の立ち返ろう～』
web 開催

輸血細胞治療部門研修会
講演①『不規則抗体の基礎』講演②『演習問題と解説』
web 開催

天草地区・臨床微生物部門合同研修会
『アフターコロナの微生物検査室について～遺伝子検査装置の活用法を考えよう～』
web 開催

臨床血液部門研修会
　『症例検討会①②③』
web 開催

※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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