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令和 2 年度

熊本県臨床検査技師会常務理事会

令和 ２年 10 月 1 日
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議事録

熊本県医学検査学会いよいよ今月（10/18）web 開催‼

日

時：

・9：05 〜 9：25
学術奨励賞受賞記念講演 ライブ配信
熊本大学病院中央検査部 福嶋理香技師
・9：30 〜 10：20
文化講演 ライブ配信 『再起可能〜言葉で繋がる心の絆〜』
熊本放送 報道制作局アナウンス部長 木村和也アナウンサー
・10：30 〜 11：20
特別講演 ライブ配信 『AI 医学とシステム医学の展開』
山口大学医学部附属病院 AISMEC センター長 浅井義之教授
・一般演題 オンデマンド配信
・視聴方法はニュース版およびホームページにて掲載しています。一緒にお送りした学会
抄録とあわせてご確認ください。

場

所：熊臨技事務所（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、富田、井島、田上、西村、逢坂

欠席者：

なし

＜報告事項＞
1、 会長報告：

日臨技・九州支部関係：コロナウイルス対応（事務連絡）、「臨床検査

技師への業務移管や共同化に係る意識調査」ほか 熊臨技関係：熊本市保健所への業務
支援（1 名決定）熊本市 PCR センターも含めて現在も支援者募集中。一斉メールによ
る台風 10 号被害調査の実施。
2、 各部報告

● 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

・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）：特になし
・渉法（逢坂）：
・事業（井島）：令和 2 年度熊臨技精度管理調査の進捗状況

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
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

令和 2 年 9 月 8 日（火）19：00 〜 21:20

・学術（今田）：熊本医学検査学会の一般演題の評価方法、新型コロナ対策マニュアル
について
・生涯教育（大塚）：特になし
・経理（田上）：特になし
・特別事業（西村）：特になし
＜協議事項＞
1.

熊本県医学検査学会および臨時総会について（10/18（日） 熊本県医師会館）
学会は WEB 配信とし、特別講演と文化講演、学術奨励賞は LIVE で、一般演題発表
はオンデマンド配信とすることが決定した（予算約 40 万円）。したがって臨時総会の
開始時間を 11 時 30 分〜に変更し、変更連絡を一斉メールで行う。また議案書は学会
抄録の遅れに伴い、発送も遅れていることから熊臨技ホームページに掲載中。

2.

新型コロナウイルス関連
COVID-19 研修会を熊本県と合同で 8 月 29 日に熊本県保健環境科学研究所で行った。
参加者は検査（LAMP 法）19 名、検体採取 22 名でメーカー（栄研化学）や微生物部

第 52 回熊本県医学検査学会 ネット配信視聴方法について

門の協力のもと無事に終了した。次回は、9 月 19 日 14 時〜熊本市医師会館で開催予

１．熊本県臨床検査技師会ホームページの第 52 回熊本県医学検査学会のロゴをクリック

クリック
２．このページの中にある、「第 52 回熊本県医学検査学会オンデマンド配信」
のロゴをクリック

定。県南（八代）地区（9 月 26 日）、天草地区（日時未定）、県北地区（日時未定）で
開催が決定している。さらに RT-PCR 法を用いた検査や PPE の着脱法なども今後計画したい。
3.

検査と健康展について（11 月 8 日

イオンモール熊本）

これまで実施していた測定や検査を止め、パンフレット配布、コロナ関連のパネル
展示、肝炎予防啓発などを行う。
4.

ZOOM 機能を用いた講演会について
トライアルとして WEB セミナー（8/29

新型コロナウイルス感染症検査について）

を実施したが、参加者は 100 名を超え、大きな問題もなく終了することが出来た。本
システムの導入にあたり、マニュアル作成と説明会が急務である。とりあえず県学会の
LIVE 配信をベースに部門長を対象に説明会を実施し、マニュアル作成は学会サポート

クリック

センターに依頼することとなった。
5.

臨床検査講習会について（12 月 6 日）
本事業は県医師会と合同開催で、内容は熊臨技に委任されており、今年度は Web を

３．ユーザー名とパスワードを入力する。ユーザー名とパスワードは後日、日臨技に
登録してある会員のメールアドレスにも送信されます。

用いて熊大病院 宇宿先生による「心エコー検査について（仮）」の講演を計画中。県医
師会としては参加費徴収を必須とし、ひとり 1,000 円で予算計上していることから今
年度も徴収するよう要請があった。熊臨技の現システムでは WEB 開催による参加費の
徴収は難しく、今年度は参加者（講習会へログインした人数）分を熊臨技会費から県
医師会へ支払うこととした。今後も同様の問題が予想されることから電子決済方法を

ユーザー名：gakkai
パスワード：52kuma

検討していく。
6.

部門長会議の開催について
部門長会議が年 4 回程度実施されており、WEB 開催が可能か協議した。その結果、
WEB でも可能だが、情報交換も含めて 1 回程度は集まってはどうかとの意見が出た。

以上で、特別講演、文化講演、学術奨励賞の LIVE 配信および一般演題（指定演
題含む）のオンデマンド配信が視聴できます。
４．学術の参加確認は、第 52 回熊本県医学検査学会のページ内にある学会参加確認
アンケートに必要事項を記入し、送信することで完了します。

＜その他＞
・役員改選や部門長交代に向けて現行の委員が業務マニュアルを作成する。
・勉強会等で使用するコロナ対策マニュアル、健康チェック表、消毒用アルコール等は
受付 PC とともに生涯教育部が管理する。

2020（令和２年）

10 月行事予定表

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

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
Kumamoto association of Medical Technologists Email：kumaringi@tos.bbiq.jp
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参加費振込期限
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※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

