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第２回　臨床生理部門研修会のご案内

9月・10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

第 3回輸血細胞治療
　　　　　部門研修会

第３回臨床一般検査
　　　　　部門研修会

天草地区輸血検査
　　　　部門研修会

第 1回染色体遺伝子
　　　　　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）

司会　中山陽平
　　　（熊本中央病院）

『知っておきたい穿刺液検査の
基礎知識（髄液・体腔液・関節液）』
講師　近藤妙子
　　　（済生会熊本病院）

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）

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）

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 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

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

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

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

第 4 回臨床血液
　　　部門研修会

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

令和 3年 10月 7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。
ippankensa.kumamoto@gmail.com

第 3回臨床生理検査
　　　　　部門研修会

令和 3年 10月 21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 5回臨床血液
　　　部門研修会

令和 3年 10月 26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

第２回臨床生理検査
　　　　　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）

腹部エコー研修会
『膵臓癌の基礎と描出のポイント』
講師　奥村彰太 
　　　（日赤熊本健康管理センター）

『膵疾患症例提示』
講師　當麻康弘
　　　（済生会熊本病院）

司会　緒方佑仁
　　　（熊本市民病院）

『DダイマーとＦＤＰの臨床応用、
　　　　　　新規マーカーのトピックス』
講師　川村雅英
　　　（株式会社 LSI メディエンス　
　　　　　　　診断薬事業本部 学術部）

司会　山本紀子
　　　（熊本大学病院）

9 月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

10月研修会予定 開催日時・会場

　　　　　　　　　事務局からのお知らせ

　お待たせしました。タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会の、日臨技ホームペ
ージからの申し込みが開始されました。基礎講習は8コンテンツ計700分の動画視聴とコンテンツごと
の確認試験からなります。早めの受講をおすすめします。
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。

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

日　時：　令和 3年 8月 11日（火）19：00 ～ 20：00
ZOOM出席：田中、福吉、逢坂、富田、山崎、井島、廣瀬、今田、野中、笹田、山口
欠席：田上
＜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、臨床検査技師学校養成所指定規則の改
　　　　　　　 正について　熊臨技関係：タスクシェア研修会開催について、災害規定と災害時マニュアルの
　　　　　　　 準備について
　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　ほか　　　　　　　　　　　　　　　  　
　　　・広報（富田）：ニュース版発送、HP更新                             
　　　・組織（山口）：会員名簿作成準備状況
　　　・渉法（廣瀬）：賛助会員および広告 申込み状況　
　　　・事業（笹田）：令和 3年度精度管理調査 現在まで 153 施設申込、血液部門は 1濃度測定に変更。標準
　　　　化サーベイ進捗状況。                
　　　・学術（今田、井島）：精度保証研修会（8/29）　　　　　　             
　　　・生涯教育（山崎）：Web 研修会 11件（8月 3件、9月 5件）　　                    
　　　・経理（田上）：特になし　               　
　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（奥窪記念ホール）+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）Web のみ
　　　　　　一般演題　93題（熊本県 15題）、一般演題座長推薦のお願い、Web 参加の呼びかけ　
　　　・コロナワクチン接種実技講習会：7月 18日、25日　計 60名　参加証明書発行済
　　　・熊大肝疾患センターとの情報交換会：7月 21日　14名参加
　　　・令和 3年度院内感染対策研修会：受講者を微生物部門より推薦してもらう
　　　・第 54回熊本県医学検査学会について：令和 4年 6月開催予定。学会長 松本珠美技師
　　　　　　現地 +Web、テーマ　COVID-19 に関して　　実行委員を募集
　　　・臨地実習指導者講習会について：令和 6年度までに 1650 名の修了者養成を目標。
＜協議事項＞　　　　　　　　　　　
1.　タスクシフト /シェア研修会に関して
　　　全国指定研修会（8/8 東京 日臨技主催）には九州支部からは不参加。純真学園大学（9/25福岡）で開催
　　される九州支部の研修会に熊本県から会長他 7名が参加予定。翌 9/26 に熊臨技主催で同内容の研修会を
　　開催することから、講師の人選を早急に行う。また日臨技から送付された研修会備品の確認を8/22に行う。
2.　臨床検査講習会について
　　　内容は輸血実技講習会とし、共催である県医師会にも了承を得ている。日程は令和 4年 1月 23日（日）
　　9：30 ～ 16：00 で計画している。九州支部卒後セミナーとの調整が必要となるかもしれないので、再度
　　部門長に確認する。
3.　検査と健康展について
　　　11月 20日または 27日のいずれか、イオンモール熊本で計画する。内容は臨床検査技師の紹介他とし、
　　例年行っていた健康チェックは感染対策の観点から行わないこととした。
4.　災害規定と災害時マニュアルの作成
　　　標記の件について、日臨技より都道府県でのマニュアルを早急に作成するよう依頼があった。近日中に
　　取り掛かることとなった。

令和3年度 第 5回 熊本県臨床検査技師会常務理事会　議事録

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 19回輸血検査研修会』のご案内

会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度、標記輸血検査研修会を下記日程にてWeb開催致します。内容は、『教育』『輸血検査の基本』『輸血検
査に関する新しい知見』『輸血感染症』といった大変興味深いものとなっています。詳細は熊臨技HPでご確認
ください。奮ってご参加のほどよろしくお願い致します。

【開催日】2021 年 10 月 31 日 ( 日 )　9：00 ～ 16：30　　　　　【会場】Web 開催
【参加費】2500 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【テーマ】「Brush up! 輸血検査」～コロナの時代を研磨のチャンスに～

【プログラム】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【申込方法】　①日臨技ホームページ→会員専用ページにログインする。
開講式　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～ 9：15       　　　　　 　 　②参加申請の事前参加申より九州支部卒後教育研修会
Ⅰ　講演　　　　　　　　　　　　　　　9：15～ 12：15                 　   　　　 　第 19回輸血検査研修会を選択し、事前登録を押す。
講演 1　『院内教育プログラムの紹介』                                      　　　　　　　　　③必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。
大分赤十字病院　検査課　        　 　　　 立川　良昭                        　　　　　　　登録完了
講演 2　『検査技師 5年目にして感じること』　　　　          　            　　　　　④登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。
済生会熊本病院　中央検査センター　 　 丸塚　洋基　　  　 　 【申込締切】2021 年 9月 30 日 ( 木 )
講演 3　『後輩技師として思うこと』　　　　　　　　　　　　　  【問い合わせ先】熊本機能病院　臨床検査課　山田聡美
熊本赤十字病院　検査部　　         　　　 内田　有咲　　　　　   E-mail：jmrinken@juryo.or.jp　 TEL：096-345-8111（内線：2510）
講演 4　『先輩技師として思うこと』　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　熊本赤十字病院　検査部　      吉田　雅弥　　
休憩　　　　　　　　　　　　　　　　　12：15 ～ 13：15
Ⅱ　講演　　　　　　　　　　　　　　　13：15 ～ 16：15
講演 5　『ゼロ地点に立ち戻り、改めて知識を整理する』
熊本大学病院　中央検査部　          　　　福吉　葉子
講演 6　『輸血検査の新たな知見』
東邦大学医療センター大森病院　輸血部  奥田　誠
講演 7　『輸血医療の進歩：輸血感染症対策を中心に』
熊本県赤十字血液センター　          米村　雄士　　
閉会　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　16：15 ～ 16：30

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 9月 28日（火）19：00 ～ 20：00
内　容：『明日から使える心電図判読』
参加費：無料

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）

会　場：熊本大学病院からweb 開催
講　師：崎田　充　技師（熊本大学病院）
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

第３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『腹部エコー』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 10月 21 日（木）19：00 ～ 20：00
内　容：『膵臓癌の基礎と描出のポイント』
　　　　『膵疾患症例提示』
参加費：無料

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）

会　場：熊本市民病院からweb 開催
講　師：奥村　彰太　技師（日赤熊本健康管理センター）
講　師：當麻　康弘　技師（済生会熊本病院）
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

内　　　　容
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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
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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

タスクシェアリング研修会

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

第 1回染色体遺伝子部門研修会
『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』　web 研修会

第３回輸血細胞治療部門研修会　症例 3題
web 研修会

第 4回臨床血液部門研修会
　『凝固検査の基礎』
web 研修会

第 2回臨床生理検査部門研修会
　『明日から使える心電図判読』
web 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

２（木）

３（金）

４（土）

５（日）

８（水）

９（木）

10（金）

11（土）

12（日）

13（月）

14（火）

15（水）

16（木）

17（金）

18（土）

19（日）

20（月）

21（火）

22（水）

23（木）

24（金）

25（土）

26（日）

27（月）

28（火）
29（水）

30（木）

６（月）

７（火）

１（水）

9 月行事予定表
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