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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。

臨地実習について、令和 4年度入学の学生さんから、受け入れ施設において臨地実習指導者講習会を受講修了技師の存在
が必須となります。
令和 3年末に向けて、第１回講習会開催の準備が始まっているようです。
ホームページやメールで、ご案内する予定です。確認もれのないよう、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、先月に引き続きメールアドレス登録の推進を行っております。
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 7月 13日（火）19：00 ～
出席：福吉、今田、田上、野中、笹田、山口
ZOOM出席：田中、逢坂、富田、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、タスクシェア九州支部研修会（9/25　純真学園大学）　
          熊臨技関係：タスクシェア研修会開催について、ワクチン接種実技研修会
　2、各部報告
　　　・総務（野中）：公益目的支出計画実施報告書提出ほか　　　　　　　　　　　　　　　  　
　        ・広報（富田）：ニュース版、HP更新                             
　　　・組織（山口）：会員名簿作成準備状況
　　　・渉法（廣瀬）：賛助会員申込み状況　
　　　・事業（笹田）：令和 3年度精度管理調査申込み開始（7/1 ～）、標準化サーベイ                
　　　・学術（今田、井島）：部門長会議開催（7/6）精度保証研修会について　　　　　　             
　　　・生涯教育（山崎）：Web 研修会 7月 4件、8月 3件　　                    
　　　・経理（田上）：通常経理業務　               　
　3、その他報告
　　　・令和 3年度熊本県医学検査学会：2021 年 10 月 3日（日）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～ 7/25、抄録締め切り～ 7/25）
　　　・コロナワクチン接種実技講習会：2021 年 7月 18日、25日　計 60名
　　　　　　座学研修終了者を対象、歯科医師との合同研修
     　　　　　
＜協議事項＞　　　　　　　　　　　
1．熊臨技事務所会議専用ノート PCおよび議事録作成用 IC レコーダー購入について
　　　 PC は見積書から機種を選定した。IC レコーダーは次回までに見積を依頼する。
2．熊臨技イメージキャラクターについて　
　　　広報部より、熊臨技のイメージキャラクターを作成してはどうか、と提案があった。協議の結果、くまモンに試験管を持
　　ってもらうようなイメージとし、早速　県へ申請することになった。
3．精度管理調査報告会特別講演について、精度管理調査試料配布準備について　
　　　特別講演は、丸田日臨技副会長にタスクシフト /シェアについて講演を依頼してみる。試料の配布については例年通り熊
　　大病院で行うこととした。
4．学術部門長より質問
　4-1　研修会等での資料の配付について
　　　　　原則配付しない方向で運用する。
　4-2　ZOOM使用の予定が知りたい
　　　　　熊臨技アカウントでログインするとスケジュールが表示されるので、部門長はその予定を確認して研修会を計画して
　　　 ほしい。
　4-3　行動費等の支払いについて
　　　　　クオカードでの支払いも可とする。
5．タスクシフト /シェアに関して
　　　緊急事態宣言発出に伴い、全国指定研修会（8/8　東京　日臨技主催）に九州支部からは不参加となった。九州支部での
　　研修会は 9/25 純真学園大学（福岡）で開催され、熊本県からは会長他 7名が参加予定。翌日（9/26）は、熊臨技主催で
　　同内容の研修会を開催するが、参加者は 7/30 に開始されるWeb での基礎研修が必要である。会員や施設長に向けて広報
　　および案内をホームページや一斉メールで行う。
6．熊本県医師会館の使用について
　　　医師会館が会議等で利用者が増加したことから、使用目的によっては利用が制限されることになった。予定していた熊本
　　医学検査学会は熊大病院または熊保大でのWeb 配信を検討する。

令和3年度 第 4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

「第 8回 熊本県精度保証研修会 2021」のご案内

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

各位　臨床検査技師のための厚生労働省指定講習会（タスクシェアリング研修会）開催について

　日頃より当会の運営にあたりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご承知の通り、医師の働き方改革に関する労働時間短縮については、医師以外の関係職種で可能な限り業務分担が図られるよう、
関係職種へのタスク・シフト /シェアのための法令等の改正が行われたところであります。
これに伴い、熊本県臨床検査技師会では「臨床検査技師のための厚生労働省指定講習会 ( タスクシェアリング研修会」第 1回熊本県研修
会を開催する運びとなりました。本件は、長期的な視点で臨床検査技師の発展に重要な事業となりますので、日臨技・都道府県技師会の
総力をあげて、今後は 5年間（2021 年～ 2026 年 3月）限定で実施されます。
つきましては、法改正により追加された業務を臨床検査技師が実施できる体制を早期に整備し、さらなる職域拡大のために、会員の皆様
の速やかな講習会受講をお願いしたく存じます。
今後の講習会開催計画は、ニュース版および熊臨技ホームページでご案内いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催概要
第 1回熊本県研修会（教育・協力担当者講習会を兼ねる）
【日　時】令和 3年 9月 26日 ( 日 )　9：30 ～ 17：15（動画視聴・手技講習）
【場　所】熊本保健科学大学
【募集人員】60名
【受講対象者】会員・非会員を問わない
（日臨技 e- ラーニング動画視聴を 8月末までに修了した方が対象となります。)
【受講料】会員 10000 円　　非会員 30000 円
【申込み方法】上記対象者に 9月初旬メールでお知らせします。　
【申込み締切】9月 10日

　　　　　　　　                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一社）熊本県臨床検査技師会会長　田中　信次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日赤熊本健康管理センター第二検査課 096－387-8213（直通）tanakashinji@jamt.or.jp 

日　時：令和 3年 8月 26 日（木）19：00 ～ 20：00
会　場：熊本市民病院web 開催

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪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）

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

謹啓　時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。
さて、標記の研修会を下記日程にてWeb開催いたします。テーマは、肝疾患に関する検査や肝疾患コーディネーターの活動について
の内容を予定しております。特別講演では、熊本大学大学院生命科学研究部 消化器内科学講座教授の田中靖人先生をお招きして、主に
肝疾患診療についての最新情報を交えてご講演を賜ります。奮ってご参加のほど宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 謹白
【開催日】：令和 3年 8月 29日（日）　13：00　～　16：10　　　　【会　場】：Web開催（熊本大学臨床医学教育研究センター　奥窪記念ホールより配信）
　　　　　　　　
【参加費】：無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【テーマ】：「肝疾患について」　～今、検査技師にできること～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　今田龍市（くまもと森都総合病院）　
　　　　　
　　　　　【プログラム】
13：00　開会
13：05　「会長挨拶」　会長　田中信次（日赤熊本健康管理センター）
　各部門より
13：10　　　　　生物化学分析部門　　富田浩平（上天草総合病院）
13：20　　　　　染色体・遺伝子部門　　戸田聡子（熊本大学病院）
13：30　　　　　　　　臨床生理部門　　吉田健一（熊本労災病院）
13：40～ 13：55　質疑応答
13：55～ 14：05　　　　　　休憩
14：05　「肝疾患コーディネーターの役割および活動紹介について」
　　　　　　　　　　野村真希先生（熊本大学病院 肝疾患センター）
　各施設の活動報告
14：30　　　　　　　　　　　　　赤星佑喜（済生会熊本病院）
14：40　　　　　　　　　　　　　房木明里（上天草総合病院）
14：50　　　　　　　　　　　　　今田龍市（くまもと森都総合病院）
15：00～ 15：10　ディスカッション　
　　15：10～ 15：20　　　　　休憩

15：20　特別講演「肝疾患診療における臨床検査技師の役割」
　　　　 田中靖人先生（熊本大学大学院生命科学研究部 消化器内科学講座　教授）
16：10　閉会

【申込方法】：下記にてお申込み下さい。
　　　　　　＊日臨技ホームページ　［JAMTJAMTIS: 講習会・研修会］事前参加申請にて
            　　　＊非会員の方は、参加費　3000 円が必要となります。
【申込締切】：令和 3年 8月 25日（水）　　厳守
　　　　　　＊熊臨技HPにも案内を記載していますのでご覧ください。
【問い合わせ先】：くまもと森都総合病院　臨床検査科　今田龍市
　　　　　　メールアドレス：imada@k-shinto.or.jp　　TEL：096-364-6000（6127）

第２回　臨床生理部門研修会のご案内

日　時：令和 3年 9月 28 日（火）19：00 ～ 20：00
会　場：熊本大学病院からweb 開催

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪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）

内　容：『明日から使える心電図判読』
講　師：崎田　充技師（熊本大学病院）
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

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『心電図』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 10日（火曜）19時 00 分～　　　　　　　　　　　場　所：Zoomを用いたWeb 開催
講　演：『いまさら聞けない！？尿検査』　　　　　　　　　　　　　　　　講　師：岩崎　昇史　技師（天草地域医療センター　検査部）

　　　　　　　　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、早めの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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mail:(labo@amed.jp)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天草地区一般検査部門研修会のご案内
謹啓
　盛夏の候、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 年度天草地区一般検査部門研修会のご案内を申し上げます。
　尿検査が出た際、ふと不安や疑問がでたことはありませんか？今回は尿検査の基礎的な部分を中心に、日当直時でしか一般検査に携わらない方にも
わかりやすい内容です。
　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

8 月・9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

天草地区
   　一般検査部門研修会

臨床生理部門研修会

2021 精度保証研修会

司会　土黒康平
　　　 （天草地域医療センター）

『いまさら聞けない！？尿検査』
講師　岩崎晃史
          （天草地域医療センター）

司会　山本紀子
　　　（熊本大学病院）

『凝固検査の基礎』
講師　嶋村啓太
　　　（熊本大学病院）

特別講演
『肝疾患診療における臨床検査技師の役割』
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の役割および
活動紹介について』
講師　野村真希先生
（熊本大学病院　肝疾患センター）

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）

司会　今田龍市
　　　（くまもと森都総合病院）

令和 3年 8月 10日（火）
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

天草地区
   　輸血検査部門研修会

司会　土黒康平
　　　 （天草地域医療センター）

『いまさら聞けない！？輸血検査』
講師　岩崎晃史
          （天草地域医療センター）

令和 3年 9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。
labo@amed.jp

第２回臨床生理検査
　　　　　 部門研修会

司会　緒方佑仁
　　　（熊本市民病院）

『明日から使える心電図判読』
講師　崎田充
　　　（熊本大学病院）

令和 3年 9月 28日（火）
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 1回染色体遺伝子
　　　　　部門研修会

司会　笹田景子
　　　（熊本大学病院）

『これまでとどう違う⁉ 
新型コロナウイルスワクチンの作用メカニズム』
講師　田邊香野
　　　（熊本保健科学大学）

令和 3年 9月 15日（水）
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。
ksasada@kuh.kumamoto-u.ac.jp

第 4 回臨床血液
　　　　　部門研修会

令和 3年 9月 21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 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

令和 3年 8月 29日（日）
13：00～ 16：10
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

第 3 回輸血細胞治療
                 部門研修会

『症例①』
講師　紫垣まどか（熊本中央病院）

『症例②』
講師　若松弘透（熊本総合病院）

『症例③』
講師　和木由希美（熊本大学病院）

司会　山田聡美
　　　（熊本機能病院）

令和 3年 9月 4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

8 月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

9月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

日　時：令和 3年９月９日（木曜）19時 00 分～　　　　　　　　　　　　場　所：Zoomを用いたWeb 開催
講　演：『いまさら聞けない！？輸血検査』　　　　　　　　　　　　　　　講　師：岩崎　昇史　技師（天草地域医療センター　検査部）

　　　　　　　　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、早めの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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mail:(labo@amed.jp)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天草地区輸血検査部門研修会のご案内
謹啓
　盛夏の候、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 年度天草地区輸血検査部門研修会のご案内を申し上げます。
　輸血検査が出たとき、ふと不安や疑問がでたことはありませんか？今回は輸血検査の基礎的な部分を中心に、日当直時でしか一般検査に携わらない
方でもわかりやすい内容です。
　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
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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

定例会議

熊本県医学検査学会抄録締切

山の日

振替休日

天草地区　一般検査部門研修会
　『いまさら聞けない！？尿沈渣』
web 開催

精度保証研修会
　『肝疾患診療における臨床検査技師の役割』
　『肝疾患コーディネーターの役割および活動紹介について』
web 開催

臨床生理部門研修会
　『コロナ禍における血管機能検査の活用』
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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