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ロングコートチワワ
海（うみ）５歳、ロングコートチワワの女の子です。チワワの毛色にはたくさんの種類がありますが、海は
チョコレートの毛色に目の上のまゆげのようなベージュの模様が特徴的なチョコタンと呼ばれる毛色
のパターンです。生まれて数ヶ月後に新潟から熊本にやってきて、我が家の一員になりました。とても恐
がりな性格で、仲良くなるまでに時間がかかりますが、一度懐くと四六時中べったりな甘えん坊です。
牧なつれ
（済生会熊本病院中央検査部）
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九州学会 懇親会アトラクション 決定！


サンフランシスコ在住、熊本ご出身のフラメンコダンサー
Mikaela Kaiさん来熊！

学会懇親会でのアトラクションが決定しました。
九州各県からお集まりの皆様に、情熱の夜、フラメンコの踊りをお楽しみいた
だきます。
Mikaela Kai さんは熊本県のご出身、田中学会長のご友人でもあります。
下記HPで活動のご様子をご覧くださ
い。

http://mikaelakaiflamenco.blogspot.com/

● 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 5 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 8 月 7 日（水）19：00 ～21:30

場

所： 熊本大学病院 中央検査部 カンファレンスルーム
（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、野中、大塚、富田、田上、西村
欠席者： 逢坂、井島
＜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（2020.4.24-25 仙台）一般演題受付
開始 9/2～11/1、検体採取等厚労省指定講習会の九州地区開催は 9/14-15（福岡）が最終となる
熊臨技関係 医専連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（9/21）ﾃｰﾏは在宅医療
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）
：第 7 回熊本県精度保証研修会（8/3）参加者 48 名。精度管理調査申込み案内を
近日中にﾆｭｰｽ版と HP で行う予定。
・学術（今田）
：「くまもと医学検査」論文募集
・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
・特別事業（西村）：ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ実践講習会（8/24-25）の参加者募集呼びかけを一斉ﾒｰﾙで行う。
認知症対応力向上研修会（9/16）への参加呼びかけ。
3、熊本市民健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 9/29 熊本市総合体育館
先日の総務部会で、弁当や日当は各団体で支払うことが決定した（昨年同様）。指先でﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ
濃度測定が出来る機器（ｼｽﾒｯｸｽ）の導入の提案あり。
4、第 2 回 理事会について
10/5 14 時～ 熊本大学病院中央検査部ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑで開催する。主な内容は九州支部医学検査学
会の進捗状況報告など。
5、その他
9/26 に九州学会（11/2-3）の企業展示ﾌﾞｰｽに出展するﾒｰｶｰを対象に説明会を実施する。
会長および副会長、西村理事が対応予定。
＜協議事項＞
1.

研修会や勉強会への参加について
先日の精度保証研修会や今度実施されるﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ実践講習会をはじめとして、最近 研修会へ
の参加人数が減少しているようである。内容の問題なのか、それ以外が問題なのか、精査する必
要がある。若手技師が参加するような内容（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ、ｽﾗｲﾄﾞ作成、抄録・論文作成など）を検
討する。また、遠隔地でも研修会に参加出来るようｻﾃﾗｲﾄ Web の導入なども検討したらどうかと
の意見も出された。
以上

令和 1 年 8 月吉日
会員各位
熊本県臨床検査技師会会長 田中信次
同事業部門長 井島廣子

令和 1 年度熊本県臨床検査精度管理調査のご案内
謹啓 会員の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
熊本県臨床検査精度管理調査は、検査精度の品質向上を目的に、熊本県医師会と共同で当会会員所属

施設に限定せず、臨床検査業務を行っている医療施設を対象として実施しております。会員の皆様方
におかれましては、下記に示します、令和 1 年度熊本県臨床検査精度管理調査へ参加いただきますよう
宜しくお願い申し上げます。

謹白
記
◇

熊本県臨床検査精度管理調査実施日程について（詳細は熊臨技ホームページで確認願います）

１．参加申し込み開始：令和１年８月１日（木）から
参加申し込み締切：令和１年９月３０日（月）２４時 申し込み画面閉鎖
※本精度管理調査の参加申し込みに当たっては原則インターネットで行います。
２．調査の手引書とフォトサーベイ集 ：令和１年１０月１日(月)より Web上で公開予定
３. 調査試料発送日 ： 令和１年１０月８日（火）（例年と違いますのでご注意下さい）
４. 結果報告締切日時 ： 令和１年１０月２３日（水）２４時 結果回答画面閉鎖
５．参加費の振込期限 ： 令和１年１０月３１日（木）
※参加申し込み時に見積書・請求書を発行しメールでお送り致します。
◇

実施項目内容

１．基本項目 コースⅠ：①臨床化学（27項目） ②血 液（５項目） ③尿一般
コースⅡ：③尿一般
２．オプション項目（①～④の４種類）
①免疫７項目 ②ヘモグロビンA1c ③輸血３項目 ④フォトサーベイ（６部門）
◇

参加料金（税込）
申込組合せ

参加料金（税込）

コースⅠ（臨床化学、血液、尿一般）のみ
コースⅡ（尿一般）のみ
※オプション項目を 1 種類追加ごとに 1,000 円追加となります。
◇

問い合わせ先
熊本県臨床検査精度管理調査 事業部門担当
陣内病院

井島廣子 （電話：096-363−0011）(事務局)

熊本県臨床検査精度管理調査 実務担当
熊本大学病院

西村仁志 （電話： 096-373-5697）

10,000 円
1,000 円

令和 元年 8 月吉日
会員各位
一社）熊本県臨床検査技師会
学術部長
今田 龍市

『くまもと医学検査』の投稿論文募集について（再掲）
謹啓 会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
現在、
『くまもと医学検査』の投稿論文を募集しているところですが、依然とし
て投稿論文が少ない状況にあります。
年度内の発刊を目指しており、特に県学会での優秀演題賞および若手研究奨
励賞を受賞の方は、是非エントリーをお願い致します。その他のまた、学術奨
励賞につきましては、多くの会員が対象となるように、所属施設の推薦があれ
ば他の冊子への投稿論文も選考の対象になります。つきましては、下記の要綱
にて、
『くまもと医学検査』への投稿と併せて学術奨励賞候補論文への推薦も宜
しくお願い致します。
最後に本年は、発刊 10 周年という大きな節目を迎えておりますので、会員の
多数の論文投稿を期待しております。
謹白
記
1.提出書類
①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分）
②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分）
＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照
2.論文本文および書類の提出期限
令和 元年 9 月 30 日（月）厳守
3.論文の提出方法
ＣＤ－Ｒにて送付
4.提出先
〒862－0975 熊本市中央区大江 3-2-65 くまもと森都総合病院
臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp）
＊論文投稿予定の方は早めにご連絡下さいますようお願い致します。

日臨技九州支部卒後教育研修会（第 19 回臨床生理部門研修会）のご案内

【テーマ】『糖尿病と検査』
【主 催】（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部【担 当】
（一社）沖縄県臨床検査技師会
【日 時】11 月 17 日（土）14：00～17：00（受付開始 13：30～）
【場 所】沖縄産業支援センター3 階中ホール
〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831 番地 1 TEL098-859-6234

【プログラム】
14：00
14：05
15：05
16：05
17：05

開講式
講演 1『臨床検査技師/糖尿病療養指導の役割』
ハートクリニック 臨床検査部
仲里 幸康
講演 2『糖尿病と足病変』
沖縄県県立中部病院 循環器内科医長
仲里 淳
講演 3『糖尿病患者の外科的血行再建術』
琉球大学医学部附属病院 胸部心臓血管外科
仲栄真 盛保
閉講

技師
先生
先生



申込み締め切り： 11 月 10 日（日）募集人数：80 名（募集人数に達した時点で締め切ります）



受講料：会員 3,000 円



申込み方法

非会員 9,000 円

（当日現地にて支払い）

①Web での申込み
1．日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）より登録。
※返信がない場合は、下記の齋藤まで E-mail にてお問い合わせ下さい。
②E-mail での申込み
1）所属県名 2）会員番号

3）漢字氏名（ふりがな）

4）施設名 5）所属部署

6）施設住所 7）電話番号

8）FAX 番号 9）E メールアドレス

以上の 1）～9）を列記し下記アドレスへ。受付確認返信メールがない場合は、事務局まで。
okinawaheartlife@gmail.com （申込み専用）
③FAX または郵送での申込み
添付の申込書に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にて研修会事務局まで直接お申し込み
下さい。後日受領確認案内をお申し込み頂いた FAX または郵送にてご案内します。
※申込みは一人一枚ずつでお願いします。
研修会事務局
ハートライフ病院 検査科 齋藤 辰好
Tel：098-895-3255（PHS5187）
Email：hrt-seiri8162@heartlife.or.jp
緊急連絡先：090-6863-6525

＊会場等、詳細は熊臨技 HP にてご確認ください。

日臨技九州支部研修会

参加申込用

所属県名
会員番号
漢字氏名（ふりがな）
施設名
所属部署
施設住所（連絡先）

〒

電話番号/FAX 番号
E メールアドレス

FAX：098-895-2534
ハートライフ病院 検査科 齋藤辰好
郵送：〒901-2492 沖縄県中頭郡中城村伊集 208 番地
ハートライフ病院 検査科 齋藤辰好 宛
※申込みは一人一枚ずつでお願いします。

宛

第 26 回ふくし夏まつり 活動報告
【日 時】 2019（令和元）年 8 月 3 日
【会 場】 JA 阿蘇小国郷集出荷場
【主 催】 ふくし夏まつり実行委員会
小国町で開催された「第 26 回ふくし夏まつり」にて、糖尿病の啓発・糖尿病の未治療及び中断者への接触・
住民健診の受診率向上などを目的とした「無料血糖測定会」を「小国郷糖尿病対策 TEAMBLUE（※）」で企画・
実施しました。測定された方には、血糖値・糖尿病のパンフレット・住民健診のご案内・低カロリー甘味料・
熱中症対策の団扇を糖尿病テーマカラーであるブルーのクリアファイルに入れてお渡ししました。
当初は、17：00～21：00 で 100 名の血糖検査を目標としておりましたが、19：00 の時点で 100 名に達し、
用意した測定チップも使い果たし、住民への啓発が出来たと思われます。
【8/3（土）・16：00～準備開始 ・17：00～血糖測定開始 ・19：00～20：00 後片付け】
参加技師：有住将尚（小国公立病院）1 名
※小国郷糖尿病対策 TEAMBLUE とは
小国公立病院所属の熊本地域糖尿病療養指導士（看護師 7 名・作業療法士 1 名・臨床検査技師 1 名）と医師
1 名、小国町・南小国町の保健師と栄養士の多職種で構成された組織。糖尿病専門医が不在の小国地域にて、
お互い連携を図り、糖尿病患者へのアプローチや啓発など、様々な活動をしております。

9 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

9 月研修会予定
臨床生理部門研修会
専門-20

開催日時･会場
令和元年 9 月 1 日（日）
10：30～16：00

天草地域医療センター
健診センター

連絡先：0965-33-4151
熊本労災病院
吉田 健一
染色体・遺伝子部門研修会
専門-20
連絡先：096-373-5703
熊本大学病院
笹田 景子
一般検査研修会
専門-20
連絡先：096-370-3111
熊本中央病院
中山 陽平
臨床血液部門研修会
専門-20
連絡先：096-384-2111
熊本赤十字病院 SRL
津田 勉
臨床検査総合部門
専門-20

連絡先：096-373-5697
熊本大学病院
西村 仁志
天草地区研修会
専門-20

令和元年 9 月 7 日（土）
10：00～16：00

内
容
K-CHAP 心エコー、腹部エコーハンズオン
in 天草
心エコー講師
宇宿弘輝医師（熊本大学病院）
岩山義雄技師（桜十字病）
兼崎太輔技師（熊本赤十字病院）
沖田亜梨沙技師（熊本中央病院）
腹部エコー講師
吉田健一技師（熊本労災病院）
當麻康弘技師（済生会熊本病院）
竹口祥人技師（水俣市立総合医療 C）
緒方佑仁技師（熊本市民病院）
「PCR の原理を学んで遺伝子変異を
見つけ出す」
レクチャー・実技

熊本保健科学大学
令和元年 9 月 12 日（木）
18：30～20：00

熊本医療センター2 階ホール

「認定一般検査技師試験対策
～寄生虫編～」
講師：松本 珠美技師
熊本保健科学大学

令和元年 9 月 13 日（金）
18：00～20：00

臨床医に届けよう、形態から感じるその
違和感！

熊本医療センター2 階ホール

講師：松本 恵美子技師
国立病院機構都城医療センター検査部

令和元年 9 月 16 日（月）
9：00～16：00

熊本大学病院
山崎記念館 1 階研修ホール
令和元年 9 月 19 日（木）
18：30～
天草地域医療センター
健診センター2 階会議室

「令和元年度認知症対応力向上研修会」
講師：櫻井 孝先生
国立長寿医療研究センター
講師：浦上克哉先生
鳥取大学医学部教授
浜田 実央先生
鳥取大学医学部附属病院
「輸血検査の基礎」
講師：竹崎
株式会社

賢史先生
カイノス

連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
岩崎 晃史
臨床生理部門研修会
専門-20

令和元年 9 月 25 日（水）
19：00～20：00

「呼吸機能検査の基礎
～SVC と FVC～」

連絡先：0965-33-4151

熊本中央病院

講師：木寺

謙士朗先生

熊本労災病院
吉田 健一
病理細胞部門研修会
専門-20

連絡先：096-364-6000
くまもと森都総合病院
遠山 亮佐
臨床生理部門研修会
専門-20
連絡先：0965-33-4151
熊本労災病院
吉田 健一

2 階大講堂

チェスト株式会社

令和元年 9 月 26 日（木）
18：30～20：00

「当院で経験した肝胆膵疾患から疾患
概念を学ぶ-最近のトピックスを踏まえて-」

熊本医療センター2 階ホール

講師：神尾 多喜浩先生
済生会熊本病院

令和元年 9 月 29 日（日）
9：00～16：00
熊本中央病院
2 階大講堂

超音波検査士認定試験対策勉強会
講師：福井 清隆先生
キャノンメディカルシステムズ（株）

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
令和元年10月～11月
月 日 場
10月2日
10月10日
10月24日
11月未定
11月未定
11月16日
11月26日
11月28日

所

菊池市
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

県央地区研修会
臨床一般部門研修会
病理細胞部門研修会
臨床生理部門研修会
輸血細胞治療部門研修会
臨床微生物部門研修会
臨床血液部門研修会
病理細胞部門研修会

内

容

酵素項目を主体とした生化学検査のピットホールとその対応について
認定一般検査技師を目指す方々へ
第３回症例検討会
筋電図勉強会
症例検討会（グループディスカッション）
第3回講演会
凝固検査（応用編）
第4回症例検討会

※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。

カリキュラム名称
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

区分 点数
専門
専門
専門
専門
専門
専門
専門
専門

20
20
20
20
20
20
20
20

