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令和 ４年2月1日

田　中　信　次

富　田　文　子

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
2月研修会予定 開催日時・会場 内　　　　容

　　　　　　　　　事務局からのお知らせ

　あっという間に感染が広がり、企画していた講習会もweb開催へと変更が相次いでいるようです。
　申し込みから受講まで、webでの操作にも随分と慣れてきたように思います。熊臨技ホームページの閲覧者数も
順調に伸びております。そこで、長年親しんできた紙媒体でのニュース版ですが、ホームページに統合することを
検討しております。印刷や発送等にかかる費用の削減、発送作業の負担軽減、紙の使用削減による環境への配慮など
が見込まれます。なお、ニュース版と一緒に発送していた季刊誌ピペットについて、今後は必要なご施設毎に、次
のアドレスから配布登録申込書を日臨技にご提出頂く必要がございます。お手数をおかけしますが、どうぞよろし
くお願いいたします。http://www.jamt.or.jp/books/pipette/

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 4年 1月 11日（火）19：00 ～ 20：00
ZOOM出席：田中、福吉、今田、逢坂、富田、田上、笹田、野中、山崎、山口、井島、廣瀬

＜報告事項＞
　1、会長報告：日臨技会長選挙　宮島喜文氏再選、日臨技理事会（1/22 Web）、九州支部会議（2/5 Web）ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
　2、各部報告
　　　・総務（野中）：タスクシフト講習会基礎研修履修済　85名　実技研修申請者　26名
　　　　　　　　　　　検査と健康展　実施報告書および決算書送付（1/11）　　   　　
　　　・広報（富田）：ニュース版発送、HP更新                    
　　　・組織（山口）：会員名簿作成（1月中に完成予定）　
　　　・渉法（廣瀬）：次年度賛助会員および広告、賛助会員申込み案内       　　　　　　　
　　　・事業（笹田）ｃ令和 3年度精度管理調査結果報告会　2/6 開催（申込 2/1 締切）
　　　・学術（今田、井島）：「くまもと医学検査」論文投稿 5編（査読終了、修正中）
　　　　　　　　　　　　　　各研究部門より次年度計画の提出（1/14 締切） 
　　　・生涯教育（山崎）：令和 3年度Web 研修会（登録済み 17件、申請中 3件）   
　　　・経理（田上）： 令和 4年度予算案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
   3、その他報告
　　　・臨床検査講習会：令和 4年 1月 23日（日）輸血実技講習会　※Web 講演会（実技動画）
　　　　　現在まで58名申込済み
   　　　 ・熊本市医専連理事会　2022.1.28（金）19：00～　熊本市医師会館
　　　・第 14回熊本県医療保健福祉連携学会：令和 4年 2月 27日（日）現地またはWeb 開催
　　　　　「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～」
　　　　　　 　　　　　
＜協議事項＞　　
1.　ニュース版紙媒体の廃止について
　　　費用の削減、業務負担の軽減から紙媒体からHP活用したWebへの広報を計画しているが、その実施時期につい
　　て協議した。4月から12月までのHP閲覧数は25,000件と十分な活用実績もあることから3月の理事会で承認後、
　　4月のニュース版の発行をもって終了としたい。
2.　タスクシェアに関する熊本県研修会の準備状況について
　　　2月 20日（日）に熊本保健科学大学にて開催予定。現在、参加者を募集中である。消耗品等の確認済み。新型コ
　　ロナの感染状況によっては延期も視野に入れ、準備を進める。　　　
3.　災害対策委員会の編成について
　　　日臨技と災害時支援協定書と締結するにあたり、熊臨技の窓口として災害対策委員会を発足させることなった。
　　まずはワーキンググループ（会長、副会長、総務、組織の5名）で内容等の検討を行う。
4.　施設連絡責任者会議の地区開催について
　 　　組織強化を兼ねて各地区での施設連絡会議を開催したい。出来れば 2・3月で実施したい。
5.　第 14回熊本県医療保健福祉連携学会　賛助金、広告について
　　 　賛助金 3口（3万円）、広告なしで申込を行う。
6.　令和 4・5年度日臨技理事候補者の推薦について　3/11 必着
　　　 これまで同様、田中会長を推薦する。
7.　ニューリーダー育成研修会について　3/5 開催予定　WEB 2 名以内　2/18 まで
　　 　中島理事（高野病院）立石技師（熊本保健科学大学）を候補者とした。後日、参加要件が本研修会の第1～4回ま
　　での参加者であることが判明したため、再度調整を行う。
8.　連盟の活動について
　　　瀧口連盟会長が施設連絡責任者会議に同席する予定。参議院選挙に向けて活動を行う。

（一社）熊本県臨床検査技師会では、日本臨床衛生検査技師会を通じて会費納入をお願いしております。
　　詳細は日臨技ホームページをご参照ください。
　　
　　口座振替日：令和 4年 2月 28日（月曜日）

１．口座振替ができる方
　　▼令和 3年度年会費を口座振替で納入された方
　　▼令和 3年度新入会、再入会の手続きを令和 4年 1月 10日までにすべて完了された方
　　▼令和 4年 1月 9日迄に届くように｢口座振替依頼書｣をご提出いただいた方で、金融機関の承認が得られた方
　　▼口座変更希望の場合、令和 4年 1月 10 日以降に口座振替依頼書が到着した場合は、現在ご登録されている口座より引き落と
　　　されます（翌年度から登録口座が変更となります）。

２．払込票でお支払いいただく方
　　▼「口座振替依頼書」未提出の方
　　▼「口座振替依頼書」提出済みでも、不備等により口座設定が完了していない方
　　※令和 4年 2月下旬に払込票を送付いたします。3月 31日までにお支払いをお願いします。

３．令和 3年度　年会費
　　10,000 円（日臨技年会費）+ 7,000 円（熊本県年会費）計　17,000 円
　　※令和4年 3月 31日までに会費の支払いをお願いします。入金の確認が取れない場合、書面による督促があります。入金が認め
　　られない期間が一定期間経過しますと自動退会となりますので、ご注意下さい。

４．退会申請について
　　令和 3年度で退会を希望される方は、日臨技会員専用ページから退会手続きを行ってください。他県へ移動する場合には熊臨技
　　の退会手続きをお願いします。

退会手続きについて　　以下、日臨技ホームページより抜粋

　退会を希望される方は、会員専用ページから退会手続きを行ってください。会員専用ページから退会手続きが出来ない方は、退会届
をダウンロードして日臨技事務局にお送りください。 

※この届出用紙は、日臨技のみの退会となります。熊臨技会の退会については、下記をご確認下さい。
今年度の退会手続きの有効期限は 3月 31日ですが、以下の点にご注意ください。

1. 退会手続きを 1月 31日までに行った場合（郵送の場合は 1月 31日必着）
　→来年度会費の口座振替は行いません。

2. 退会手続きを 2月 1日以降に行った場合（郵送の場合は 3月 31日必着）
　→2月 28日（振り替えられない場合は 3月 27日に再度）に、来年度会費の口座振替がかかりますので、振り替えられた場合は、
　返金手続きを行ってください。
　なお、3月 31までに退会手続きが済んでいない場合は、返金できませんのでご注意ください。

熊臨技を退会する場合

日臨技を退会する場合や他県へ移動する場合には熊臨技の退会手続きが必要です。
事務所宛に退会届を FAX、メールまたは郵送して下さい（退会届は熊臨技ＨＰに書式あり）。

令和3年度　第10回 熊本県臨床検査技師会常務理事会

第 54回熊本県医学検査学会　新着情報

熊本県臨床検査技師会会費納入について

2021年度 熊本県
臨床検査精度管理
調査報告会

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

『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

『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）

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

司会：笹田景子（熊本大学病院）

司会：山本紀子（熊本大学病院）

『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）

司会：石原光浩（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）

【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）

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

　　　拝啓、残寒の候　会員の皆様におかれましては益々のご活躍のこととお慶び申し上げます。
　　　さて昨年の 12月 14日（火）に ZOOMでの会議（3回目）を行いました。内容は以下の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
　　　　　　施設：会場　熊本城ホール（3ホール使用予定）
　　　　　　           日時　2022 年 6月 26日（日曜日）13：00～（詳細については熊臨技ホームページ）
　　　　　　学術：演題時間　7分程度　質疑応答　3分（当日はライブ配信と人数制限での会場設営）
　　　　　　総務：特別公演　ライブ配信のみ

　　　　　　以上となります。
　　　　　　熊臨技ホームページの第 54回熊本県医学検査学会でも掲載しております。

（一社）熊本県臨床検査技師会
熊本県技師会事務所
〒860-0083 熊本市北区大窪１－６－３

TEL 096-324-8477（水曜を除く平日 10：00～ 16：00）
FAX 096-200-1221
e-mail kumaringi@tos.bbiq.jp

第 6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『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

◎日　時：令和 4年 2月 17日（木）19：00 ～ 20：30
◎内　容：『症例提示：皮下腫瘤、リンパ節』
　　　　　『症例提示：血管性病変』
　　　　　『症例提示：乳腺』
◎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：緒方　佑仁技師（熊本市民病院）
　　講　師：藤野　華子技師（熊本市民病院）
　　講　師：浦本　千尋技師（熊本地域医療センター）
　◎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

2022 年２月
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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

タスク・シフト /シェアに関する
厚生労働省指定講習会

病理細胞検査部門
精度管理調査サーベイ解説会

熊本県臨床検査精度管理調査報告会
web 研修会

第 7回 臨床血液部門研修会
『症例検討』
web 研修会

熊本県医療保健福祉学会
「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 における異常データの検討」

第６回 臨床生理検査部門研修会
『体表エコー研修会』
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
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８（火）

９（水）

10（木）

11（金）

12（土）

13（日）

14（月）

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）

20（日）

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

25（金）

26（土）

27（日）

28（月）

６（日）

７（月）

１（火）

常務理事会

建国記念の日

天皇誕生日

2 月行事予定表
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