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● 熊臨技ホームページリニューアル！

熊臨技ホームページが、3 月 9 日よりリニューアルします。
新しいアドレスは https://kuma-amt.or.jp となります。
ニュース版や研修会の案内もホームページから閲覧可能です。本誌は白黒ですが、ホームページでは
カラーでご覧いただけます。
ホームページからの研修会への参加登録機能追加なども検討しています。
新しいホームページの感想・ご意見などどうぞお寄せください。お待ちしています。

● 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

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。

総務部： 熊本保健科学大学内
TEL:096-275-2268
担当：野中 喜久

広報部： 済生会熊本病院

FAX : 096-245-3172

E-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp

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:http://kuma-amt.or.jp/

3 月 9 日より 新アドレス

https://kuma-amt.or.jp

平成 30 年度

第 11 回熊本県臨床検査技師会常務理事会

日

時： 平成 31 年 2 月 12 日（火）19：00 ～21:30

場

所： 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 カンファレンスルーム

議事録

（熊本市中央区本荘 1-1-1、TEL：096-373-5607、FAX：096-373-5687）
出席者： 田中、松本、福吉、今田、逢坂、野中、大塚、富田、井島、田上、竹内、西村
欠席者： なし
＜報告事項＞
1、会長報告；日臨技・九州支部関係 日臨技賀詞交換会参加（1/25）
、全国幹事会参加（1/26）ほか
熊臨技関係 医専連理事会:2019 年市民健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催決定（9/29 市総合体育館）
、
ｼﾃｨ FM 出演依頼あり（6/19,12/18,12/25）協議事項参照 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
・広報（冨田）
：ニュース版の発行･発送 紙の値段上昇に伴い印刷料金の値上げ（2,000 円/月）
次年度以降の業者選定の必要あり
・組織（竹内）
：会員名簿発行 既に配布済み。いずれはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ対応も検討する。次回は 2 年後発行
予定。
・渉法（逢坂）
：H31 年度賛助会員･発行誌広告募集。現在まで賛助会員 10 社、広告会員 3 社申込み。
・事業（井島）
：精度管理調査報告会（2/9） 調査には 164 施設参加し、報告会への参加は約 110 施設。
欠席の施設には後日結果を郵送する。臨床検査報告会（3/9）開催準備中。
・学術（今田）
：「くまもと医学検査」発行準備、1450 部作成。
第 51 回熊本県医学検査 演題 20 題 座長推薦依頼中。
九州支部医学検査学会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 部門企画として 8 部門を予定。
・生涯教育（大塚）
：生涯教育研修会等の開催・参加登録
・経理（田上）
：通常経理報告 今年度の会計を 3/10 までとする
・特別事業（西村）：特記事項なし
3、2018 年度プロモーション地区会 九州地区： 1 月 17 日（木）JR 博多 田中、逢坂参加
4、熊本県技師会リーダー育成研修会

1 月 20 日 熊保大 23 名参加。日臨技丸田理事来熊

5、賀詞交歓会： 1 月 25 日（金）18 時～ 東京

田中参加

6、九州支部会議： 2 月 2 日（土）八仙閣 松本、福吉、野中参加
7、医保福連携学会： 2 月 24 日（日） 済生会熊本病院 氏原亜紀技師発表
当日ｽﾀｯﾌ 松本、野中

参加者 田中、福吉 ほか

8、熊臨技ホームページ編集について：3/1 に新ページへ移行予定。理事および部門長に確認をお願いする。
新しい機能として研修会の申込みや資料添付が可能である。
9、その他 特になし
〈協議事項〉
1、会長賞表彰の選出について
表彰推薦委員会より会長賞候補者について相談があった。協議の結果、再度検討していただくこととな
った。

2、シティ FM 出演者について
医専連より依頼された次年度のシティ FM 出演者について、以下のように決定した。
6/19

心電図について

竹内技師（熊本医療センター）

12/18

乳がんについて

遠山技師（くまもと森都総合病院）

12/25

CKD について

中山技師（熊本中央病院）

3、第 52 回熊本県医学検査学学会について
第 51 回熊本医学検査学会（水俣市開催）で次年度の学会案内が必要となることから、本理事会で協議
を行った。担当は県央地区であることから、熊本大学医学部附属病院の横山技師長が推薦され、ご本人に
も内諾を得た。

熊本県ニューリーダー育成研修会報告
済生会熊本病院 田上圭二

「熊本県ニューリーダー育成研修会」を平成 31 年 1 月 20 日（日）に熊本保健科学大学にて開催
しました。この研修は、日臨技及び都道府県技師会の組織活性化および組織強化事業の一環として、
都道府県技師会の将来を担う幹部候補生を想定し、次世代の人材育成を目的に実施しました。これ
まで 4 回の「地域ニューリーダー育成研修会」が東京で開催され、その研修会に参加した 4 名が今
回の研修会の企画を行いました。
熊臨技の中堅以上の経験を有する会員 22 名が参加し、午前に日臨技常務理事の丸田秀夫先生より
「日臨技、都道府県技師会の事業活動について」、日臨技会長の宮島喜文先生より「臨床検査技師の
進むべき未来と次世代のリーダーに求めるもの」の講演がありました。午後からは LifeScan Japan
株式会社の鈴木孝先生よりコーチングセミナー（ファシリテーター型リーダーシップ）が行われ、
今後リーダーを目指す方々にとって必要なスキル、スタッフ 1 人 1 人の個性や価値観を尊重し、主
体性を引き出すコミュニケーションスキルおよび会議の進め方などの技法を学ぶことが出来ました。
技師会の組織活性化や強化に向け実りある研修会であったと思います。参加された皆さんお疲れ様
でした。
【担当】
逢坂 珠美（熊本中央病院）
井島 廣子（陣内病院）

丸田秀夫 常務理事

野中 喜久（熊本保健科学大学）
田上 圭二（済生会熊本病院）

LifeScan Japan 株式会社

鈴木孝 先生

平成 31 年 3 月吉日
臨床検査技師会会員

各位
熊本県臨床検査技師会
会長

田中

信次

熊本県細胞検査士会
会長

山住

浩介

子宮頸がん啓発活動参加者募集のご案内
謹啓

早春の候、会員の皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。

我が国では若い女性の子宮頸がんが急増しており、また先進国で唯一、子宮頸がんによる
死亡数が増加しています。このことは欧米先進国に比較して極めて低い検診受診率に起因
しており、特に 20 才代女性の検診受診率は 5％程度と低迷しています。
子宮頸がんは予防可能ながんで、検診を受けていれば前がん病変および、ごく初期のがん
の段階で発見されるため子宮を残すことができ、こどもを生めなくなる悲劇を防げます。
これを踏まえて、今年も細胞検査士会では子宮の日（４月 9 日）を中心とした子宮頸がん
検診啓発活動を全国規模で展開しています。
つきましては熊本県臨床検査技師会ならびに熊本県細胞検査士会におきましても下記の
ように予定しており、会員の皆様にも何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。
啓発活動に参加可能な会員の方は下記連絡先までご連絡お願いします。

謹白
記
１．日

時：平成 31 年 4 月 7 日（日） 13：00 ～ 16：00

２．場

所：ゆめタウン 光の森店内

３．内

容：検診啓発のパンフレットなどの配布、パネルの説明など

４．募集人員：１５名
５．締め切り：平成 31 年 3 月 29 日（金）

以上
連絡先：〒865－0064
玉名市中 1950
公立玉名中央病院 臨床検査科 山住 浩介
TEL ; 0968-73-5000（内 8525）
mail ; kensa1950@tamana-chp.jp

第3回

九州 CVT の会

開催のご案内

謹啓
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、下記の日程で第 3 回九州 CVT の会を開催する運びとなりました。
今回はテーマを「シーボルトの愛した長崎の地で、動脈について深く学ぶ」と題し、
「ABI、PWV、CAVI」
「CT/MRI

と血管エコーの対比」
「動脈エコー」
「動脈についての臨床的なお話」など動脈診療・検査についての基礎か
ら実践的な内容までを網羅する内容の講演を予定しています。
動脈診療チームの一員として携わっているすべての方にとって、知識を深める会となることを目指してい
ます。血管診療に興味のある皆様のご参加をお待ちしております。

謹白
記

【日時】2019 年 6 月 30 日（日）10：00～15：00（予定）
【会場】長崎大学医学部 良順会館
長崎県長崎市坂本１丁目１２－４
【参加費】事前登録：3,000 円（お弁当付）

当日参加：4,000 円

【テーマ】シーボルトの愛した長崎の地で、動脈について深く学ぶ

【講師】近畿大学医学部奈良病院 臨床検査部
長崎大学病院 循環器内科
長崎大学病院 検査部
熊本大学医学部付属病院 中央放射線部

小谷 敦志
吉牟田 剛
古島 早苗
清水 紀恵

先生
先生

＊血管診療技師認定機構 CVT 資格更新単位「4 単位」認定
＊事前参加登録は 4 月中旬から九州 CVT の会 HP(http://us-lead.com/cvt_kyushu)で開始予定

九州 CVT の会とは
九州および近隣の血管診療に興味のある医療従事者を対象とした会です。社会貢献を通じて脈
管・血管疾患診療に関する知識や技術、情報の共有を図ると共に、会員の交流・親睦を深めるこ
とを目的としています。

九州 CVT

【事務局】 『九州 CVT の会』
第 3 回事務局担当 : 長崎大学病院 検査部 古島早苗 kyushu.cvt@gmail.com

熊本超音波画像研究会

第 24 回熊本超音波画像研究会開催のご案内
謹啓
時下、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、特別講演として川崎医科大学検査診断学(内視鏡・超音波) 教授 畠二郎 先生を
お招きし、第 24 回熊本超音波画像研究会を開催させて頂くことになりました。皆様ご存知
のこととは存じますが、畠先生は消化管超音波の第一人者であり、興味深いお話がお聞き
できるとともに我々の疑問に思っていることもご教示いただけると存じます。また、恒例
の症例検討も予定しています。
ご多忙中とは存じますが、超音波検査に携わっている方のみならず、経験のない方も是
非ご出席賜りますようご案内申し上げます。
謹白
記
日 時：平成 31 年 03 月 15 日（金） 18:30～20:00 （ 受付 18:00～ ）
会 場：大腸肛門病センター高野病院 6 階グリーンホール
熊本市中央区大江 3 丁目 2 番 55 号 Tel 096-320-6500
内 容：
1. 機器展示（18：00 ～）
2.

症例検討（18：30 ～ 19：00）
2 題予定

3.

特別講演（19：00 ～ 20：00）
司会 熊本赤十字病院 放射線科部 西小野昭人 代表世話人

『消化管超音波診断における基礎から臨床応用まで』
川崎医科大学 検査診断学(内視鏡・超音波) 教授

畠 二郎 先生

※ 参加費として 500 円徴収させていただきます。
（熊本県放射線技師会会員は 200 円）

※ 【駐車場】
：駐車券を必ず会場へお持ちください。駐車券を無料にする手続きを致します。
世話人
熊本赤十字病院
西小野昭人 本田明日香
くまもと森都総合病院 佐伯建彦
大腸肛門病センター高野病院 美濃尚人 松本徹也
日赤熊本健康管理センター 小山大樹
主催
後援
協力

済生会熊本病院 田上真之介 太田雄
熊本大学附属病院 清水紀恵
熊本機能病院 高石朋毅

熊本超音波画像研究会
一般社団法人熊本県放射線技師会
GE ヘルスケアジャパン株式会社 株式会社 日立製作所ヘルスケア
シーメンスヘルスケア株式会社 株式会社フィリップスジャパン
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
問い合わせ
大腸肛門病センター高野病院 放射線科
松本徹也
TEL096-320-6510(内 1306)
熊本赤十字病院 放射線科部 代表世話人 西小野昭人 TEL096-384-2111(内 7140)

3 月 研修会のお知らせ
必ず会員カードを持参下さい

指定なき場合、参加費は無料です。（但し会員のみ）
※非会員は 3,000 円です

3 月研修会予定
天草地区研修会
専門-20

開催日時･会場
平成 31 年 3 月 29 日（金）
18：30～

連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
岩崎 晃史

天草地域医療センター
ヒポクラート

内
容
「外科と超音波検査」

講師：大堂 雅晴先生
上天草市立上天草総合病院
消化器外科部長

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
平成31年4月～6月
月

日 場 所

熊臨技生涯教育委員会
主

題

内

容

4月未定 熊本市

輸血細胞治療部門研修会

メーカー勉強会

4月未定 熊本市

総合部門研修会

ズームミーティング運用について

4月11日 熊本市

臨床一般部門研修会

尿定性検査について

4月23日
4月25日
5月未定
5月未定
5月9日
5月11日
5月16日
5月23日

臨床血液部門研修会
病理細胞部門研修会
遺伝子部門研修会
臨床生理部門研修会
臨床一般部門研修会
臨床微生物部門研修会
生物化学分析部門研修会
病理細胞部門研修会

血液検査の基礎
技術講習会（MSIについて）
病理関連の遺伝子検査
心電図勉強会
尿沈渣の基礎①
第1回講演会
梅毒検査の現状・梅毒と検査法について
第１回症例検討会
血液像 形態検査～細胞鑑別のためのポイント（正
常細胞～異常細胞まで～）
輸血検査（血液型・交差適合試験）
血液ガス勉強会、ABI勉強会
尿沈渣の基礎②
生化学検査初心者講習会
検体の取り扱い
ピペットの取り扱い
分析装置の概要
分析パラメータと反応過程
メンテナンスと精度管理
検査データの見方
形態検査からわかる病態！～ワンランク上の標本判
読を目指して～
第２回症例検討会

熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市

5月28日 熊本市

臨床血液部門研修会

6月未定 熊本市
6月未定 熊本市
6月13日 熊本市

輸血細胞治療部門研修会
臨床生理部門研修会
臨床一般部門研修会

6月15日又は
熊本市
22日

生物化学分析部門研修会

6月25日 熊本市

臨床血液部門研修会

6月27日 熊本市

病理細胞部門研修会

ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分
検体検査

点数

専門

20

基礎

20

検体検査

専門

20

検体検査
検体検査
検体検査
生体検査
検体検査
検体検査
検体検査
検体検査

専門
専門
専門
専門
専門
専門
専門
専門

20
20
20
20
20
20
20
20

検体検査

専門

20

検体検査
生体検査
検体検査

専門
専門
専門

20
20
20

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

※上記プログラムの内容やカリキュラム名・区分・点数は変更される場合がありますのでご了承下さい。
※各研修会は会員の技師会費で運営されています。県技師会としては非会員の受講料を一律3,000円といたします。

3 月の月間行事予定
3 月 9 日（土）

平成 30 年度臨床検査講習会

3 月 12 日（火）常務理事会
3 月 15 日（金）第 24 回熊本超音波画像研究会
3 月 16 日（土）理事会・医事功労者県知事表彰祝賀会
3 月 29 日（金）天草地区研修会

