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ラブラドールレトリバー
ラブラドールレトリバー（♂）5 歳 名前は「ゴンタ」です。落ち着きがなく、常に かまってかまってオー
ラ全開 です。体重も 20 ㎏オーバーで迫力満点ですが、甘えん坊でやさしい性格です。いつもお腹が空
いているのか食いしん坊で、エサを見た瞬間にお座りをしてごはんを待っています。
熊本保健科学大学

野中喜久
（K.N）

表紙（ラブラドールレトリバー／ゴンタ）
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●

ニュース版刷新検討中
長年慣れ親しんだニュース版ですが、各県の広報誌についてうかがうと、福岡は現在 A3 ポスター形式、
今後は紙廃止の方向で検討中、佐賀は 1 枚物に変更、と、より情報が見やすい形へと移行されていま
す。
熊臨技では、今年度 HP をリニューアルいたしました。以前にくらべ情報が見やすくなったように思いま
すが、いかがでしょうか。
今後 HP のアカウント数をみながら、ニュース版の形式について検討を行い、様々な活動に皆様が参加
しやすい形に変えていけたらと考えています。
ご意見・ご要望をお待ちしています。
第 52 回熊本県医学検査学会 演題募集中。
県学会の準備も進んでいます。皆様引き続きご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

● 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: 3 月 9 日より 新アドレス

https://kuma-amt.or.jp

令和元年度

第 8 回 熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録

日

時： 令和元年 11 月 12 日（火）19：00～21：00

場

所：

熊臨技事務所会議室（大窪 1 丁目 6-3、TEL096-324-8477、FAX200-1221）

出席者： 田中、松本、福吉、今田、野中、大塚、逢坂、井島、田上、西村
欠席者： 富田
＜報告事項＞
1． 会長報告；日臨技・九州支部関係：第 69 回日本医学検査学会企画「未来の震災に備える（仮）災害
経験者だからこと伝えられること」に増永純夫氏を演者として推薦。日臨技役員候補者選出委員が田
中会長から福吉副会長に交代。 熊臨技関係：日臨技九州支部医学検査学会のお礼状準備
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（富田）
：ニュース版の発行･発送
・組織（副会長）：特記事項なし
・渉法（逢坂）
：特記事項なし
・事業（井島）
：精度管理調査報告会（2/8）準備
・学術（今田）：
「くまもと医学検査」1 次校正中。部門長会議開催（10/18）
・生涯教育（大塚）
：特記事項なし
・経理（田上）
：通常経理報告
・特別事業（西村）：公益法人報告書提出完了（9/24）
3． 検査と健康展

11 月 30 日 10：00～16：00 イオンモール熊本

4． 第 3 回理事会

3 月 14 日 16：00～

KKR ホテル熊本

5． その他
＜協議事項＞
1. 日臨技九州支部医学検査学会優秀演題賞について
35 歳以下の発表者が対象で、座長より評価シートを回収し、発表者と評価者が同じ施設でないか等
適正な評価がなされているか確認した。今後は、上位高得点者の抄録をみながら 2～3 名の受賞者を
決定する。
2. 日臨技特別賞および地域貢献賞について
表記について、特別賞に増永純夫氏、地域貢献賞に瀧口巌氏を推薦することとなった。増永氏は熊本地震の
際に熊臨技会長として、発災直後から行政に働きかけ、避難住民のための DVT 健診の実施など陣頭指揮を取
ったこと、一方、瀧口氏は市民健康フェスティバルや各種イベントへの参加によって市民の健康保持、増進
に寄与したことを理由に推薦する。⇒後日、瀧口氏は厚生労働大臣表彰を受賞されていることから今回は見
送り。再度、調整する。
＜その他＞
・ 現在、熊臨技では経費削減の取り組みとしてニュース版の縮小および HP の活用を検討しており、部門長
との話し合いを精度管理調査報告会（2/8）開催時に計画する。
・ 事務所の PC に不具合が生じており、購入することとなった。今後はノート PC を含め予算化し、定期的に
購入していく。
・ 医事功労者および永年職務精励者表彰について表彰推薦委員会で審議中。決定次第、理事会でメール審議
の予定。
・ 現在、イベント等で使用する機器を企業から借用する場合、有料または無料などバラバラであることから
日臨技で調査を計画している。
以上

2019 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 54 回）開催報告
学会長

田中

信次

実行委員長

福吉

葉子

2019 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 54 回）は一般社団法人熊本県臨床検査技師
会が担当し、令和元年 11 月 2 日（土）3 日（日）の両日に熊本城ホールにおいて会員 1162
名、展示関係者 60 名、学生その他 85 名、計 1307 名の参加のもと盛会に終了することが出
来ました。
本学会はテーマを「結んで開こう!!」～挑め

新たなる扉～としました。学会内容は一般

演題 112 題（うち学生演題 10 題）
、部門別企画 8 題で、日臨技企画、熊臨技企画、ランチ
ョンセミナー10 社となり、企業展示は 40 社でした。
教育講演は山陽女子短期大学准教授 楾 清美(ﾊﾝﾄﾞｳ ｷﾖﾐ)先生による「臨床検査技師の
国際化～ラオス人女性への健康改善活動からみえた今後の課題」と題し講演をいただき、
文化講演は聖粒会慈恵病院 蓮田 太二先生から「こうのとりのゆりかご～運営 11 年を経
て～」と題し講演をいただきました。蓮田先生の講演は地元紙にも紹介されました。
今回、学会初の試みとして熊臨技企画①会員参加型のワークショップを行いました。や
ました甲状腺病院の猪俣

啓子先生による「コミュニケーションスキル」について講義が

あり、事前に応募した会員 120 名がプログラムに沿って医療者として身につけたいノンテ
クニカルスキルについて学び、体験をしまいした。その講義の様子を多くの会員が観覧さ
れ、関心の高さが伺えました。
情報交換会も 200 名を超える会員に参加していただきました。アトラクションにはロサ
ンゼルス在住で熊本出身のフラメンコダンサーの舞踊があり、最後には会員もステージに
上がってみんな一緒に踊るということになり、おおいに盛り上がりました。
最後になりますが多くの関係者に支えられ無事に学会を終えることができ、会員の皆様、
賛助会員の皆様、展示いただいた企業の皆様、また実務委員として活躍していただいた皆
様に感謝申し上げます。

2019 年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会
〜

プログラム

〜

日時：2019 年２月 8 日（土）13:00～17:10
会場：熊本県医師会館 ２階ホール
12:00-13:00
13:00-13:05

受付
総合司会 井島廣子（熊臨技 事業部長）
熊本県医師会 会長 福田 稠 先生

◆開会挨拶

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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
13:10-13:40 ◆熊本県・熊本市衛生検査所立入検査報告
池田 勝義 先生（精度管理専門委員）
正木 孝幸 先生（精度管理専門委員）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
13:40-16:45 ◆2019 年度精度管理調査報告
13:40-13:50 (1) 概要について
西村 仁志（熊本大学病院）
13:50-14:00 (2) 臨床微生物部門解析報告
微生物検査フォトサーベイ
磯崎 将博（天草地域医療センター）
14:00-14:25 (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）
14:25-14:50 (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
津田
勉 （熊本赤十字病院 SRL）
14:50-15:00

－－－－－－－－－－－－－

休憩

－－－－－－－－－－－－－－－－－

15:00-15:10

(5) 病理細胞部門解析報告
病理細胞フォトサーベイ
15:10-15:30 (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
15:30-16:00 (7) 生物化学分析部門解析報告
生化学検査・免疫血清検査
16:00-16:25 (8) 臨床一般部門解析報告
尿検査・フォトサーベイ
16:25-16:35－－－－－－－－－－－－－
16:35-17:05

休憩

遠山

亮佐（くまもと森都総合病院）

吉田

健一（熊本労災病院）

山内
中山

露子（熊本大学病院）
陽平（熊本中央病院）

－－－－－－－－－－－－－－－－－
座長

西村

仁志（熊本大学病院）

講師

山内

露子（熊本大学病院）

◆情報提供「未定」

17:05-17:10

◆閉会挨拶

熊本県臨床検査技師会

会長

田中 信次

------------------------------------------------------------------------------------------

令和元年 11 月吉日
会員各位
一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 会長
田中 信次
臨床微生物部門 部門長
磯﨑 将博

臨床微生物部門遺伝子検査実技講習会のご案内

謹啓
向寒の候 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。
さて、臨床微生物部門遺伝子検査実技講習会を下記要領にて開催いたします。経験者はも
ちろんのこと、特に遺伝子検査を未経験の方は奮ってお申込みいただきますようお願い申
し上げます。
謹白

記
日

時：令和元年 12 月 21 日（土曜日） 9：00～16：00

場

所：熊本保健科学大学 1305 実習室

募集人数：10 名
実

技：MRSA-POT 法

講

義：
「PCR 検査の基礎」
「1 人でもできる POT 法」
「PCR の失敗例とその対処法」

参 加 費：3000 円
持

参：昼食、白衣、手袋、マスク、筆記用具など

申

込：磯﨑（

m.isozaki75@gmail.com

共催：熊本県臨床検査技師会、関東化学株式会社

）までメールにてお申込み下さい。

12 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

12 月研修会予定
県央地区研修会
専門-20

開催日時･会場
令和元年 12 月 6 日（金）
18：00～20：00

連絡先：0967-32-2991
坂梨会阿蘇温泉病院
西原 幸治
臨床微生物部門
専門-20

坂梨会阿蘇温泉病院
超音波検査室

連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
磯崎 将博
臨床微生物部門
専門-20
連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
磯崎 将博

令和元年 12 月 7 日（土）
14：00～17：00

内
容
心臓超音波の基礎（標準的操作法）
超音波検査に関する質疑応答
講師：小郷 美紀生
済生会みすみ病院
特別講演
「臨床微生物検査の最新トピックス 2019」
大楠 清文先生
東京医科大学 微生物講座教授

熊本大学病院
医学教育図書棟 3 階第 2 講義室 その他一般演題・話題提供
令和元年 12 月 21 日（土）
9：00～16：00
熊本保健科学大学
1305 実験室

遺伝子検査実技講習会
実技：MRSA-POT 法
講義：「PCR 検査の基礎」
「１人でもできる POT 法」
「PCR の失敗例とその対処法」

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
令和２年１月～令和２年３月
月 日 場
1月23日
1月25日
1月または2月未定
2月未定
2月未定
2月13日
2月25日

所

熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市

熊臨技生涯教育委員会
主

題

病理細胞部門研修会
臨床血液部門研修会
遺伝子部門研修会
臨床生理部門研修会
輸血細胞治療部門研修会
病理細胞部門研修会
臨床血液部門研修会

内

容

カリキュラム名称 区分 点数

講演会
日臨技九州支部卒後研修会（第31回血液検査研修会）
臨床医による講演
心電図・心エコー症例検討会
メーカー勉強会
熊本県精度管理調査病理細胞部門サーベイ報告
血液検査の基礎と応用（仮）

※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。

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

専門
専門
専門
専門
専門
専門
専門

20
20
20
20
20
20
20

