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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。

　新年あけましておめでとうございます。
いよいよ、第１回タスクシフト研修会 in 熊本が 2月 20日に開催されます。日臨技HP　「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ご案内」より受講申し込みを行い、事前の基礎研修が完了している方が対象となります。
お早めに視聴いただきますようお願いいたします。
　今年も皆様にとってよい一年となりますように。本年も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 12月 2日（木）18：30～ 19：30
場　所：　WEB開催　熊臨技事務所（〒860-0083 熊本県熊本市北区大窪 1丁目 6-3　096-324-8477）
出席者：田中、福吉、逢坂、野中、井島、富田、廣瀬、今田、山口、田上さ、山崎、笹田、磯崎、中島、松本、竹口、
　　　　土黒、瀧口、原田、林、古閑、西田、松岡、早川、小島、手蓑、篠原、永井
欠席（委任状）：上尾、小山、田上圭、渡邊

＜報告事項＞
１．会長報告：日臨技・九州支部関係　厚労省指定講習会（検体採取、タスクシフト）の開催状況、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　災害時支援協定書の締結、九州支部医学検査学会の開催　他
　　　　　　　熊臨技関係　　　　　　全国検査と健康展、梅橋元熊臨技会長の叙勲について　他
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）：ホームページ見直し、ニュース版の発行･発送
　　　・組織（山口）：会員名簿作成状況
　　　・渉法（廣瀬）：特になし 
　　　・事業（笹田）：臨床検査精度管理調査報告会（2/6 開催予定）
　　　・学術（今田、井島）：部門長会議、日臨技および九州支部医学検査学会座長推薦ほか
　　　・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）：特になし　
３．第 53回熊本県医学検査学会について（天草地区担当）　学会長　磯崎理事
　　　現在、会計処理中で参加者の登録は 158 名＋αであった。初めてWeb を使った質疑応答を行ったが、問題なく実施することが出来た。
４．第 54回熊本県医学検査学会について（熊本市担当）　
　　　2022 年 6月 26日（日）開催予定　学会長　松本珠美技師（熊本保健科学大学）
　　　対面発表（熊本城ホール）とWeb 配信を予定しているが、コロナ感染状況によっては対面発表をオンデマンドに変更する。
　　　演題・抄録募集は 2021 年 11 月 24日～ 2022 年 1月 30日で、ホームページにて案内済み。実行委員（6名）の打ち合わせは遠方の施設や家事の
　　　合間にも参加出来るように ZOOMを活用している。
５．その他
　　　▶　臨地実習指導者講習会について
　　　　　標記講習会に参加した山口理事より報告があった。45分 12コマのWeb 講義を受講し、グループワークを行った。
　　　　各県から 1～ 2名参加、臨地実習での評価方法や問題点について討議した。2022 年 2月 27日には九州支部での講習会が計画されている。

＜協議・承認事項＞　　
１. タスクシフト研修会（熊臨技主催）について
　　　　日臨技の計画では年に 4～ 5回開催し、会員の 80～ 90％が受講することを目指している。1回の研修会受講者は 60名で、年間 300 名程度が受
　　　講することになる。熊臨技では第 1回の研修会を 2022 年 2月 20日（日）熊本保健科学大学にて開催する予定。
２. 定款変更について
　　　田中会長より、定款 第 4章 役員 第 27 条について以下のような提案があった。
　　　（1）理事の定数：現行　20名以上 30名以内を 20名以上 35名以内へ
　　　（2）現行　理事のうち 1名を会長、2名を副会長、12名（以内）を常務理事を 1名を会長、3名を副会長、15名（以内）を常務理事へ
　　　　　変更理由：会員数の増加による副会長、理事の会務軽減と効率化と役員の継承を考慮
　　　　　協議の結果、全会一致で承認された。今後は総会での審議となる（全会員の 2/3 以上の承認が必要）。
３. その他
　　　▶　県知事表彰について　（表彰推薦委員会より）
　　　　　委員長の逢坂副会長より、令和 3年度医事功労者知事表彰に渡邊理事（山鹿市民医療センター）が推薦された旨の報告があった。協議の結果、
        　　　理事会の承認を得たことから総務部より申請手続きを行うこととなった。
　　　

令和3年度　第２回　理事会議事録

日　時：　令和 3年 12月 14日（火）19：00 ～ 21：00
出席：福吉、逢坂、田上、野中、山口、笹田、井島、
ZOOM：田中、今田、廣瀬
欠席：富田、山崎

＜報告事項＞
1、会長報告：日臨技会長選挙、タスクシェア指定講習会事務連絡　ほか　
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、HP更新　　
　　・組織（山口）：会員名簿作成状況　12月末で変更依頼を〆切る。PW管理下で閲覧のみとし、ダウンロードや印刷は不可の予定。 　　
　　・渉法（廣瀬）：特になし　　　　　　　　
　　・事業（笹田）：令和 3年度精度管理調査報告会　　
　　・学術（今田、井島）：くまもと医学検査論文査読依頼中、各部門へ次年度計画および部門員選出の依頼、臨床検査講習会ほか　　
　　・生涯教育（山崎）：特になし
　　・経理（田上）: 特になし
3、その他報告
　　・熊本県医療保健福祉学会　令和 4年 2月 27日（日） 熊本県医師会館
　　　　「21世紀の新しい連携を目指して～コロナ禍の連携をともに考える～」
　　　　発表：「SARS-CoV-2 の RT-ｑPCR 検査における異常データの検討」
　　　     　　　　　　　　　　　　　　医師会検査センター　宮本真子　技師
　　・検査と健康展：11月 27日（土）イオンモール熊本　1F
　　　　内容：乳がん触診モデル、肝炎検査の推進、資料配布（300 部）
　　・臨床検査講習会：令和 4年 1月 23日（日）輸血実技講習会（Web 開催）
　　　　輸血検査の手順動画および講義を配信予定。当直等で輸血検査を行う 2～ 3年以内の新人には積極的に参加するように呼びかける。
　　・梅橋豊蔵熊臨技元会長　令和 3年度秋の叙勲　瑞宝双光章　受章　記念品贈呈

＜協議事項＞　　
1．タスクシフト研修会（九州支部）　12月 19日（日）9時～熊本保健科学大学
　1）事前準備（備品）、講師打ち合わせ、運用手順の確認
　　　  備品および消耗品は概ね揃っており、謝礼などの詳細を日臨技に確認する。日臨技から実務委員として 6名参加するが、当日の運営委員として常務
　　 理事が数名参加予定。また各県会長他を集めて支部ランチミーティングを行うこととなった。
　2）熊本県の研修日程
　　　  2 月 20 日に熊本保健科学大学で開催予定。参加者募集案内（日臨技システムおよびニュース版）を早急に行う。
2．役員定数変更について
　　　 先日の理事会で定款第 27条役員の変更が承認されたことに伴い、今後のスケジュールを確認した。令和 4年度熊臨技定時総会で同内容について承認
        されれば役員定数の変更が可能となる。
3．事業計画案について
　　　 逢坂副会長から令和 4年度事業計画案が提出された。12月末までに各部で確認する。また合わせて生涯教育研修のスケジュール案も作成する。
4．臨床検査講習会について　
　　　 県医師会より、コロナの影響で県からの助成金が減額されたとのことに伴い、今度の講習会での費用の一部を負担してもらえないかと打診があった。
        これまでは、講習会参加者が1000円を払い、技師会からの負担金はない。協議の結果、急な提案で計画外の支出となることから、今年度は難しいこと、
        次年度以降はこのようなことも想定して検討すると先方に伝えることとした。
            一方、次年度以降の講習会の内容をどのようにするか（部門にお願いするのか、常務理事会で協議するか等）については継続審議となった。
　　　

令和3年度　第9回 熊本県臨床検査技師会常務理事会

●　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

令和３年度臨床検査講習会　開催案内
　時下、会員の皆様にはますますのご健勝のこととお慶び申し上げます。
　この度、輸血実技講習会につきまして、今年度は感染面を考慮しWebによる講義形式の研修会
を開催致します。動画を交えた実践に近い内容となっています。コロナ禍により実技講習会に参加
できなかった会員の皆様におかれましてはとくに多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
　　　　　　                                                                　　　　　　　　　　　　敬具　

参加登録の方には、申込いただいた視聴用メールアドレス宛に、本講習会の招待用 URL を
令和４年１月１8 日（火）頃までにご案内申し上げます。

1. 実施主体　　( 公社 ) 熊本県医師会・( 一社 ) 熊本県臨床検査技師会
2. 日　　時　　令和４年１月２３日（日） 午前９時～１２時
3. 開催形式　　熊本県医師会館からのWEB 配信
4. 講　　演　　 9:10 ～ 9:40 (1)『輸血検査実技の基礎、ABO・RhD 血液型検査の手順』
　　　　　　　　　　　　　　　　熊本赤十字病院　検査部　龍　正樹　技師
               　　　9:40 ～ 10:10(2)『不規則抗体検査、交差適合試験の検査手順』
　　　　　　　　　　　　　　　　天草地域医療センター　検査部　岩崎　晃史　技師
　　　　　　　 10:10 ～ 10:40(3)『カラム凝集法の手順』
　　　　　　　　　　　　　　　　熊本中央病院　検査科　紫垣　まどか　技師
　　　　　　　 10:50 ～ 11:20(4)『血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験の問題解説』
　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市医師会地域医療センター 　
　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査部　山本 浩史郎　技師
　　　　　　　11:20 ～ 11:50(5)『カラム凝集法の解説』
　　　　　　　　　　　　　　　　水俣市立総合医療センター　検査科　赤星　彰一　技師
5. 参加対象　　県下全医療施設の医師、看護師、臨床検査技師、その他
6. 申込み
　◆参加申込　参加登録の方は、以下の必要事項（①～⑤）をメールにてお申込み下さい。
　　　　　　　件　　名：令和３年度臨床検査講習会登録の件
　　　　　　　E-mail：heart-examination@kumamoto.med.or.jp
　　　　　　　必要事項：①氏名
　　　　　　　　　　　　②医療機関名　
　　　　　　　　　　　　③メールアドレス（WEB 配信招待メールの送信先）
　　　　　　　　　　　　④職種（ 医師、看護師、臨床検査技師、その他 ）
　　　　　　　　　　　　⑤熊本県臨床検査技師会の会員番号（会員の方のみご入力下さい。） 
　
　◆参加費用  1 人 1,000 円
　◆振込口座　熊本県医師信用組合　本店（普通）224170　
　　　　　　　公益社団法人熊本県医師会　会長　福田　稠
　◆申込締切  令和４年１月１４日（金）
　　　　　　　①申込締切日までに参加費の振込確認が出来た方のみ、招待用 URL を送信いたします。
　　　　　　　　( 参加費振込後の申込み取消しについては、返金が出来ませんので予めご了承ください。)
　　　　　　　　②参加費の振込手数料はご本人様負担となります。

7. 問合せ　　熊本赤十字病院　検査部　吉田雅弥
　　　　　　E-mail：m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp   TEL 096-384-2111( 内線 6371)

ふ  く  だ しげる

令和３年度
臨床検査講習会

病理細胞検査部門
染色サーベイ報告会

2021 年度熊本県臨床
検査精度管理調査
報告会

令和 4年 1月 23日（日）
9：00～ 12：00　　Web 研修会
参加登録の方は、以下の必要事項（①～⑤）をメールにて
お申込み下さい。
heart-examination@kumamoto.med.or.jp
件名：令和３年度臨床検査講習会登録の件
必要事項：①氏名　②医療機関名　③メールアドレス
　　　　 ④職種　⑤熊本県臨床検査技師会の会員番号
◆参加費用  1 人 1,000 円
◆振込口座　熊本県医師信用組合　本店
（普通）224170　
公益社団法人熊本県医師会　会長　福田　稠
◆申込締切  令和４年１月１４日（金）
【お問い合わせ】熊本機能病院　臨床検査課　山下聡美
E-mail：jmrinken@juryo.or.jp  TEL:096-345-8111（内線：2510）

１月・２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

開催日時・会場 内　　　　容１月研修会予定

開催日時・会場 内　　　　容２月研修会予定

輸血実技講習会

『輸血検査実技の基礎、ABO・RhD血液型検査の手順』
講師：龍正樹（熊本赤十字病院）

『不規則抗体検査、交差適合試験の検査手順』
講師：岩崎晃史（天草地域医療センター）

『カラム凝集法の手順』
講師：紫垣まどか（熊本中央病院）

『血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験の問題解説』
講師：山本浩史郎（熊本地域医療センター）

『カラム凝集法の解説』
講師：赤星彰一（水俣市立総合医療センター）

『概要』：上島さやか（済生会熊本病院）
『微生物』：溝上幸洋（くまもと森都総合病院）
『輸血』：吉田雅弥（熊本赤十字病院）
『血液』：山本紀子（熊本大学病院）
『病理』：石原光浩（熊本大学病院）
『生理』：緒方佑二（熊本市民病院）
『生化学』：富田浩平（上天草総合病院）

『一般』：中山陽平（熊本中央病院）
　　　　近藤妙子（済生会熊本病院）
『染色体・遺伝子』：笹田景子
　　　　　　　　　（熊本大学病院）

【特別講演】
座長：田中信次（熊臨技会長）
『タスク・シフト /シェアを推進する
ための法改正の概要と今後の展望』
講師：丸田秀夫
　　　（日臨技代表理事副会長）

司会　森谷智輝
　　　（熊本労災病院）

講師：福永光志郎（熊本中央病院）
講師：木下史暁（済生会熊本病院）

『皮下腫瘤、リンパ節』
講師：緒方佑仁（熊本市民病院）
『血管性病変』
講師：藤野華子（熊本市民病院）
『乳腺』　
講師：浦本千尋（熊本地域医療センター）

体表エコー研修会

　平素は当会の事業活動にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、タスク・シフト /シェアに関する厚生労働省指定講習会（第 1回熊本県研修会）を開催いたします。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。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。
なお、今後の講習会開催につきましてもニュース版、ホームページでご案内いたしますのでご承知おきください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      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 4年 2月 20日 ( 日 )　9：00～ 16：45（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】臨床検査技師免許取得者　日臨技会員・非会員を問わない（日臨技 e- ラーニング動画視聴を修了した方が対象となります。)
【受講料】日臨技会員 15000 円　　日臨技非会員 40000 円
【申込方法】日臨技ホームページの「指定講習会専用ページ」よりお申込み下さい　
【申込締切】令和 4年 2月 10日
【入金締切】令和 4年 2月 10日
【お問い合わせ】　一社）熊本県臨床検査技師会　　　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

タスク・シフト /シェアに関する厚生労働省指定講習会　開催案内

2021 年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会（WEB配信）

実施主体：（公社）熊本県医師会　（一社）熊本県臨床検査技師会
日　　時：2022 年２月 6日（日）13:00 ～ 16:30
開催形式：熊本県医師会館からのWeb 配信
　　　　　　　　　　　　　　　　　総合司会　笹田　景子（熊臨技　事業部長）
13:00-13:05　◆開会挨拶　 　　熊本県医師会　会長　福田　稠　先生

13:05-13:10　◆精度管理委員長挨拶　　　　　　　　　　　　
　      　 　臨床検査精度管理調査委員長（熊本大学教授）松井　啓隆　先生
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
13:10-15:30　◆2021 年度精度管理調査報告　　　　　        　　　
13:10-13:20　(1) 概要について　　　　　　　　　上島　さやか（済生会熊本病院）
13:20-13:30　(2) 臨床微生物部門解析報告
　　　　　　　　微生物検査フォトサーベイ 　　  　溝上　幸洋（くまもと森都総合病院）
13:30-13:45　(3) 輸血細胞治療部門解析報告
              　　　　輸血検査・フォトサーベイ       　吉田　雅弥　（熊本赤十字病院）
13:45-14:00　(4) 臨床血液部門解析報告　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　
　　　　　　　　血液検査・血液形態フォトサーベイ  山本　紀子（熊本大学病院）
14:00-14:10　(5) 病理細胞部門解析報告　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　
              　　　　病理細胞フォトサーベイ　　　　 石原　光浩　（熊本大学病院）
14:10-14:30　(6) 臨床生理部門解析報告
              　　　　心電図・肺機能・筋電図・ABI　　　     
              　　　　各超音波画像サーベイ　　　　   緒方　佑二（熊本市民病院）
14:30-14:40　－－－－－－－－－－－－－ 休　憩－－－－－－－－－－－－－
14:40-14:55　(7) 生物化学分析部門解析報告
　　　　　　  　　生化学検査　　　　　　　　   　富田　浩平（上天草総合病院）
14:55-15:15　(8) 臨床一般部門解析報告　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　
　　　　　　　　尿検査・フォトサーベイ         　　中山　陽平（熊本中央病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   近藤　妙子（済生会熊本病院）
15:15-15:30　(9) 染色体・遺伝子部門解析報告
　　　　　　　　新型コロナウイルス遺伝子解析   笹田　景子（熊本大学病院）
15:30-15:40　－－－－－－－－－－－－－ 休　憩 －－－－－－－－－－－－－
15:40-16:25　◆特別講演
　　　　　　　タスク・シフト /シェアを推進するための法改正の概要と今後の展望
　　　　　　　講師：丸田　秀夫 先生　　（日本臨床検査技師会　代表理事副会長）
　　　　　　　座長：田中　信次　　　 （熊本県臨床検査技師会　会長）
16:25-16:30　◆閉会挨拶　熊本県臨床検査技師会　会長　田中　信次

◆参加申込　日本臨床検査技師会会員　JAMTの事前登録システムにて参加登録（2022 年 1月より）
ご連絡いただいたメールアドレスに研修会への招待メールを送付させていただきます。
◆申込期限  令和 4年 2月 1日（月）　　◆参加費用：無料
◆その他：今回は、事前に施設への報告書、冊子の配布は行わず、報告会後に施設
代表者の方に、結果報告書および冊子を郵送します。なお、報告会前に各施設の報
告書および資料はダウンロード可能としております。
　　　　　　　　　　　　　　問合せ　　熊本大学病院 中央検査部　笹田景子
　　　　　　　　　　　　　　（096-373-5703　ksasada@kuh.kumamoto-u.ac.jp）

　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『体表エコー』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　

拝啓
　1月となり底冷えの季節となりました。
会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。
　さて第2回目の会議を11月 10日（水）
に ZOOMで行いました。内容は以下の通り
です。

施設：会場選定→熊本城ホールまたは
　　　TKP ガーデンシティネストホテル
　　　熊本を検討（熊本城ホールが今の
　　　ところ最有力候補です）

学術：演題・抄録提出方法について再度
　　　確認。
      現在、熊本県臨床検査技師会ホーム
　　　ページで掲載。

広報：ニュース版及びホームページに演
　　　題募集の案内作成依頼。
　　　ニュース版12月号及び熊本県臨床
　　　検査技師会ホームページで掲載。

特別講演：感染症について（仮）　
          熊本大学病院教授（調整中）

　　　　　　　　　　　　　以上です。

学会演題を募集しております。締め切り
が 1月末となっておりますので、お早め
にお申し込みください。

第 54 回熊本県医学検査学会
学 会 長 松本珠美

実行委員長 立石多貴子

第 54 回熊本県医学検査学会
新着情報

第 6 回 臨床生理部門研修会のご案内

　　　　　　　　　　　　　　記
◎日 時 : 令和 4 年 2 月 17 日 ( 木 )19:00 ~ 20:30
◎会 場 : 熊本市民病院から web 開催
◎内 容 : 『症例提示 : 皮下腫瘤、リンパ節』 
　　　　　　　　　　　　講師 : 緒方 佑仁 技師 ( 熊本市民病院 )
　　　　『症例提示 : 血管性病変』 
　　　　　　　　　　　　講師 : 藤野 華子 技師 ( 熊本市民病院 )
　　　　『症例提示 : 乳腺』 
　　　　　　　　講師 : 浦本 千尋 技師 ( 熊本地域医療センター )
◎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、
参加申し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。

　　　　　　　≪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)

司会　兼崎太輔
　　　（熊本大学病院）

司会　笹田景子
　　　（熊本大学病院）

令和 4年 1月 27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。
Ishiharami@kuh.kumamoto-u.ac.jp

令和 4年 2月 6日 ( 日 )
13：00 ～ 16：30
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。
ksasada@kuh.kumamoto-u.ac.jp

第６回臨床生理検査
部門研修会

令和 4年 2月 17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

司会：山本紀子
　　　（熊本大学病院）

『症例検討 -1』
講師：永岡沙祐里（熊本医療センター）
『症例検討 -2』
講師：山本紀子（熊本大学病院）

講師：遠山亮佐（くまもと森都総合病院）
講師：作本省吾（くまもと県北病院）
講師：石原光浩（熊本大学病院）
講師：飯干未来（熊本総合病院）
講師：川上裕之（熊本医療センター）

第 7回臨床血液部門
研修会

令和 4年 2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

病理細胞検査部門
精度管理調査サーベイ
解説会

令和 4年 2月 24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。
Ishiharami@kuh.kumamoto-u.ac.jp



2022（令和４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

※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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１月行事予定表

常務理事会

元日

成人の日

31（月）

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 32回血液検査研修会』
web 研修会

令和３年度臨床検査研修会『輸血実技講習会』
web 研修会

病理細胞検査部門　『染色サーベイ報告会』
web 研修会

第 54回熊本県医学検査学会　演題・抄録〆切り
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