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いよいよ、Web セミナーを開催いたします。
Web セミナーは「with コロナ」対策としてだけでなく、これまで、会場
が遠いなどの理由で講習会への参加をあきらめていた方々も参加でき
る講習会として、これから増やしていく予定です。今後のためにも、
たくさんのご参加、そしてご感想・ご意見をお待ちしています。
どうぞよろしくお願いいたします

●

COVID19 関連情報

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

熊臨技ホームページ https://kuma-amt.or.jp/

事務局からのお知らせ

事務所：〒860-0083

令和 2 年度

第 3 回 熊本県臨床検査技師会常務理事会

令和 ２年 7 月 1 日
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議事録

日

時：

令和 2 年 6 月 9 日（火）19：00 〜 20:30

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、富田、今田、野中、大塚、逢坂、井島、田上、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：コロナウイルス対応（事務連絡、研修会の開催依

熊本市医師会より、PCR 検査センター開設にともなう求人募集が届いて

頼あり）九臨技幹事会議（6/12ZOOM にて開催）熊臨技関係：COVID-19 感染症対策

います。検体採取補助者 2 名、主な業務は検体搬送とのこと。報酬、業

WG によるアンケート結果報告

務内容等、詳細は熊臨技事務所へメールにてお尋ねください。
ご応募、お待ちしています。

●

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

熊臨技ＨＰの求人情報

・組織（副会長）：特になし

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、

・渉法（逢坂）：特になし

ホームページを活用して頂くようお勧め下さい。

・事業（井島）：熊本県精度管理調査（10/20）県医師会との打ち合わせ中。

※

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。

臨床検査講習会（12/6）部門長会議で協議予定。

これは会員の義務です

・学術（今田）：部門長・会計担当者合同会議（6/27）

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：
TEL：

担当：野中

喜久

＜協議事項＞

FAX : 096-245-3172

中央検査部

TEL：096-351-8000（内線 2052） FAX：096-351-8780
文子

・特別事業（西村）：特記事項なし

員への委嘱状は発送済。なお、同日 15 時より、部門長・会計担当者合同会議も開催する。
2.

TEL：096-324-8477

FAX：096-200-1221

熊本医学検査学会の開催について
9/27 開催で準備中。会場である熊大医学部の借用次第だが、7 月には最終決定と

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

令和 2 年度 熊臨技定時総会について
6/27（土）14 時〜熊本市医師会館にて開催する。現在、委任状を集計中。総会役

E-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp

広報部：済生会熊本病院
担当：富田

・経理（田上）：通常経理業務

1.

熊本保健科学大学内

096-275-2268

・生涯教育（大塚）：特になし

する。開催出来ないようであれば、誌上発表とする。
3.

新型コロナウイルス関連
5/22 〜5/26 に行われた新型コロナウイルスに関するアンケート調査の結果が報告さ

E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp

れ、今後の予定について協議した。県医師会が県内の数か所に PCR 検査の拠点となる

技師会ホームページ : https://kuma-amt.or.jp

施設の立ち上げを計画し、熊臨技は PCR 検査要員育成を行う。早急に日臨技の PCR 検
査要員登録者を含めた研修会を計画する必要がある。一方で、アンケートの回答で近
日中にコロナウイルス関連の PCR 検査を予定している施設もあったことから、該当

ZOOM セミナー「PCR の基礎」のご案内

施設の技師も一緒に研修会に参加できるように計画する。
研修会を 8 月下旬くらいには開催出来るように、研修場所や機器、試薬の検討を始める

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。

ことになった。

さて、COVID−19 流行により、学会をはじめ様々な技師会活動が延期・

また、検体採取講習会を未受講の技師を対象とした新型コロナウイルス感染症の診
断を目的とした PCR 検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修会を都道府県

中止となっているなか、ZOOM を利用した web セミナーを企画しました。テ

単位で実施するよう日臨技を通じて厚労省から通達があった。そこで、該当者には、

スト企画ではありますが、参加点数もアンケート機能などを用いて付与できる

まず日臨技の会員ページより日本耳鼻科学会製作・監修「新型コロナウイルス（COVI

よう検討しています。皆様からのご意見をもとに各部門企画でも利用でき

D-19）PCR

る形を整えていく予定です。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日

らうこととなった。研修会の詳細は今後検討する。
4.

お知らせします
参 加 費 ：会員

無料（会員限定）

参加方法：決まり次第、会員向けメールにてお知らせします。
講

師：山本隆俊 （熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 講師）

座

長 ：楢原真二 （熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 教授）

問い合わせ先 〒861-5598 熊本市北区和泉町３２５ 熊本保健科学大学
松本珠美 096-275-2169（直通） matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp

検査と健康展の開催について
今年度も検査と健康展を実施する。11 月開催の予定で、場所はイオンモール熊本

時：令和 2 年８月 29 日 ( 土 ) 午後を予定
開始時間は決まり次第メールにて

正しい検体採取方法」を視聴してもらい、その後、研修会に参加しても

に打診する。
5.

ZOOM 機能を用いた講習会について
先日、学会サポートセンターの協力により、勉強会を想定したデモを行った。概ね
良好であったことから、8 月にテスト講演会を計画することとなった。講演会の内容
は PCR 検査で、講演時間は 40 〜 45 分程度とする。演者は、山本技師（熊保大）に打
診してみる。7 月のニュース版で開催案内をし、一斉メールで、招待 URL をお知らせ
する。生涯教育の登録は、受講後のアンケート（Google フォーム等）で対応する予定。

6. 「くまもと医学検査」について
例年、県学会の優秀演題賞受賞者を中心に本雑誌への投稿をお願いしていたが、
今年度は学会の開催も遅れていることから、発行を見送ることにした。

2020（令和２年）

7 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

熊本県臨床検査技師会
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２（木）

18（土）
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４（土）

20（月）
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24（金）
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25（土）
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26（日）
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28（火）

13（月）

29（水）

14（火）
15（水）

定例会議

30（木）
31（金）

16（木）
※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

