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賀正
ミックス
ララ（Mix） 6 ヶ月♀
菊池保健所からの譲渡犬です。生後半月ほどで保護されミルクボランティアさんが育ててくれていたの
を、譲渡していただきました。
犬と女の人が大好きで、お散歩中どんなワンコとも友達になれますが、男性（特に威圧感のある男性）は
とても苦手。野生の本能らしいです。
カフェのテラス席で一緒にお茶ができるワンコを目標に、毎週トレーニングに通ってます。
済生会熊本病院中央検査部
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謹賀新年
あけましておめでとうございます。
昨年は、医療法改正への対応にはじまり、水俣での県学会や各市町村や技師会主催の健康イベント、
そして完成したばかりの熊本城ホールを会場とした九州学会熊本開催と、大忙しの、そして充実した平成
から令和への 1 年ではなかったでしょうか。
今年も会員の皆様にとって良い一年になりますように。そして、熊臨技の活動がますます皆様のお役に
たてますように。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
第 52 回熊本県医学検査学会 特別講演 RKK 木村アナ決定！
県学会の準備も進んでいます。
特別講演は RKK の木村一也アナウンサーにお願いすることとなりました。また、演題募集締め切りを延長
しています。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）
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技師会ホームページ: 3 月 9 日より 新アドレス
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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：2020 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

露子（熊本大学病院）

中山

陽平（熊本中央病院）

－－－－－－－－－－－－－－－－－
座長

西村

仁志（熊本大学病院）

◆情報提供「ALP、LDH の IFCC 移行に関する情報」
講師

17:05-17:10

◆閉会挨拶

山内

露子（熊本大学病院）

熊本県臨床検査技師会

会長

田中 信次

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

【熊本県臨床検査技師会会費納入について】
（一社）熊本県臨床検査技師会では、日本臨床衛生検査技師会を通じて会費納入をお願いし
ております。詳細は日臨技ホームページをご参照ください。

口座振替日：令和 2 年 2 月 27 日（水曜日）

１．口座振替ができる方


平成 31 年度（令和元年度）年会費を口座振替で納入された方



平成 31 年度（令和元年度）新入会、再入会の手続きを令和 2 年 1 月 10 日までに完了された方



令和 2 年 1 月 10 日迄に届くように｢口座登録用紙｣をご提出いただいた方で、金融機関の承認も得ら
れた方

２．コンビニ支払い用紙でお支払いいただく方


「登録用紙」でコンビニ支払いを選択した方、「口座振替依頼書」未提出の方



「口座振替依頼書」提出済みでも、不備等により口座設定が完了していない方



3 月 31 日までにお支払いをお願いします。

３．令和２年度 年会費

10,000 円（日臨技年会費）+ 7,000 円（熊本県年会費）計

17,000 円

４．退会申請について
令和元年度（平成 31 年度）で退会を希望される方は、日臨技会員専用ページから退会手続きを行ってくだ
さい。

退会手続きについて

以下、日臨技ホームページより抜粋

退会を希望される方は、会員専用ページから退会手続きを行ってください。会員専用ページか
ら退会手続きが出来ない方は、退会届をダウンロードして日臨技事務局にお送りください。
※ この届出用紙は、日臨技のみの退会となります。熊臨技会の退会については、下記をご確認
下さい
なお、今年度の退会手続きの有効期限は 3 月 31 日ですが、以下の点にご注意ください。
1. 退会手続きを 1 月 31 日までに行った場合（郵送の場合は 1 月 31 日必着）
→2 月 27 日（27 日が土日祝日の場合は、翌営業日）の来年度会費の口座振替は行いません。
2. 退会手続きを 2 月 1 日以降に行った場合（郵送の場合は 3 月 31 日必着）
→2 月 29 日（振り替えられない場合は 3 月 28 日に再度）に、来年度会費の口座振替がかかり
ますので、振り替えられた場合は、返金手続きを行ってください。
なお、3 月 31 までに退会手続きが済んでいない場合は、返金できませんのでご注意ください。

熊臨技を退会する場合（他県への移動を含む）
事務所宛に退会届を FAX、メールまたは郵送して下さい（退会届は熊臨技ＨＰに書式あり）。

（一社）熊本県臨床検査技師会

熊本県技師会事務所
〒860-0083 熊本市北区大窪１－６－３
TEL 096-324-8477（水曜を除く平日 10：00～16：00）
FAX 096-200-1221
e-mail kumaringi@tos.bbiq.jp

令和元年度日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会のご案内

テーマ【検査部門の管理と運営】
主催：一般社団法人 日本臨床検査技師会 九州支部
担当：一般社団法人 宮崎県臨床検査技師会

臨床検査総合部門

日時：令和 2 年 1 月 18 日（土）13：30～17:50
会場：株式会社アステム 宮崎営業部 宮崎支店 〒880-0814 宮崎市江平中町 5-1
【募集人員】

40 名

※定員になり次第締め切ります。

【受 講 料】

3,000 円（資料含む）

【申込方法】 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録より申し込んで下さい。
【締め切り】令和 2 年 1 月 10 日（金） ※定員になり次第締め切ります。
【参 加 費】参加当日、受付時に徴収致します
【問合せ先】一般社団法人 都城市郡医師会病院 田中 康弘
TEL：0986-36-8300
※

E-mail：meg_ryan0213@yahoo.co.jp

会員証での受付となりますので、必ず会員証をご持参してください。
【プログラム】

13:00～受付
（総合司会） 田中 康弘（宮崎県臨床検査総合部門長）
13:30～13:40 開会の挨拶 佐藤

元恭(日臨技九州支部

支部長)

佐々木 高太郎（日臨技九州支部臨床検査総合部門長）
13:40～14:20 『院内感染対策における検査技師の務めについて』
宮崎大学医学部附属病院 山田 明輝 技師
14:20～15:00 『輸血医療と臨床検査技師の関わり ～輸血管理の理想像について考える～』
宮崎県赤十字血液センター 押川 秀次 技師
15:10～15:50 『分析前後段階の品質保証について』
宮崎大学医学部附属病院 守田 政宣 技師
15:50～16:30 『医療技術部門管理資格認定制度について』
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 深澤 恵治 理事
16:40～17:40 『プロセス・エクセレンス（PE）ワークショップ
「気づく・考える・楽しむ」を通して、現場サイドを巻き込んでの変化』
オーソ・クリ二カル・ダイアグノスティックス（株）
クリニカルラボラトリー事業部 バリュー・ストリーム推進部
増本 隆 先生
17:40～17:50 閉会式・修了証書授与
※ 詳細は，熊臨技ホームページでご確認ください。

令和元年

全国「検査と健康展」を開催しました

令和元年 11 月 30 日（土）熊本市に隣接する嘉島町のイオンモール熊本にて全国「検査
と健康展」を開催しました。この日は晴天に恵まれ午前中から多くの人出があり、来場者
も 600 名を超え会場はおおいに賑わいました。健康に関心のある年代はもとより、子供た
ちを連れた若いご家族がたくさん参加されました。特に「りんしょう犬さん」のビニール
製人形は子どもに人気があり、両親の検査の待ち時間に役立ってくれました。受診された
方の中には「来年もまた来ますね」と声をかけていただくなど、年に一度の催しですが皆
様に馴染んでいただいてる印象がありました。血管年齢測定や骨密度測定はやはり人気の
コーナーでした。肝炎コーディネーター有資格検査技師による肝臓の話や女性部会による
乳腺検査の説明も熱心に聞いていただきました。臨床検査技師を紹介する配布物も早い段
階でなくなるなど、来場者の関心度は高くスタッフもとてもやりがいのある一日でした。
ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
（文責 田中信次）
来場者数概数 延べ人数 609 名（延べ人数のため重複あり）
骨密度 154 名、血管年齢 213 名、体組成測定 88 名、肝炎説明 92 名、乳癌モデル 62 名
出動会員
手蓑京美（谷田病院）首藤一巴 村川ゆきほ（回生会病院）小郷美紀生（済生会みすみ病

院）須上まどか 赤星佑喜 （済生会熊本病院）西村仁志（熊大医学部付属病院中央検査
部）
田上さやか（熊大医学部付属病院病理部）大塚幸二（熊本赤十字病院）
今田龍市（くまもと森都総合病院） 逢坂珠美（熊本中央病院）
野中喜久 松本珠美（熊本保健科学大学）田中信次（日赤熊本健康管理センター）

令和 2 年 1 月吉日
会員各位
一社）熊本県臨床検査技師会
会長 田中 信次
理事 麻生 靖子
理事代理 井上 博幸

県南地区 認知症講演会のご案内
拝啓 会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
熊臨技県南地区の研修会として、下記の要綱にて講演会を開催いたします。
内容としましては、今後増加傾向にあり医療の現場としても対応が必要とされる認知症に関す
る講演です。認知症についてご専門の立場から医学的解説ならびに実際の看護ケアに関するお
話しと認知症検査や認定認知症検査技師についてお話しいただけることとなっております。
皆さん御誘いあわせのうえ、ふるってご参加頂きますようお願い申し上げます。
敬具

記
日 時： 令和 2 年 2 月 29 日(土) 14：15～17：00（14：00 開場）
会 場： 熊本労災病院 5 階会議室
●『認知症の病態について』

(14:15-15:00)

熊本労災病院

脳神経内科部長

●『認知症ケアについて』
熊本労災病院

(15:05-15:35)

看護師長補佐 認定認知症看護師 柿本 里美 先生

●『認定認知症看護師の活動』

(15:35-16:05)

熊本労災病院

認定認知症看護師

上淵 恵子 先生

●『認知症検査と認定認知症検査技師について』
熊本第一病院

原 靖幸 先生

検査科

認定認知症検査技師

(16:10-16:55)

新屋敷 紀美代 先生

＊講演会終了後、18 時 30 分より懇親会（会費 4500 円）を予定しております。
お申し込みは 2/24（月）までに下記メールアドレスへ参加者氏名を明記しお申込みくださ
い。なお、講演会のみの参加の方は登録不要です。
懇親会申し込み先（熊本労災病院

森谷智輝）

問い合わせ：熊本労災病院

byori@kumamotoh.johas.go.jp
中央検査部

井上博幸

℡0965‐33‐4151

1 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

1 月研修会予定
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
臨床一般部門研修会
専門-20

連絡先：096-370-3111
熊本中央病院
中山 陽平
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
県北研修会
専門-20

開催日時･会場
令和 2 年 1 月 15 日（水）
19：00～20：00

熊本大学山崎記念館
令和 2 年 1 月 19 日（日）
9：00～16：30

熊本保健科学大学

令和 2 年 1 月 23 日（木）
18：30～20：00

熊本医療センター
研修センター2 階ホール

内
容
よい脳波を記録するために
～当院検査部での手順と取り組み～
講師：原田 美保技師
熊本大学病院
1. 尿沈渣フォトテスト
2. ミニレクチャー＆尿沈渣鏡検実習
講師：松岡 拓也技師
近藤 妙子技師
川端小百合技師
立山 弘樹技師
亀山 広喜技師
小山美佐子技師
中山 陽平技師
「未定」

講師：山住 浩介技師
公立玉名中央病院

令和 2 年 1 月 30 日（木）
18：30～

夜間当直帯の輸血検査

公立玉名中央病院
2 階 大ホール

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティック株式

令和 2 年 1 月 30 日（木）
18：30～

もう一度知りたい血液ガス！！
～基礎と測定のコツを学ぶ～

講師：吉田
連絡先：0968-63-1115
荒尾市民病院
石橋 浩三
天草地区研修会
専門-20
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
健診センター2 階会議室

純平先生

講師：三沢 泰一先生
ラジオメーター株式会社

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
令和２年２月～令和２年３月
月 日 場

所

熊臨技生涯教育委員会
主

題

内

容

カリキュラム名称 区分 点数

2月13日 熊本市

病理細胞部門研修会

熊本県精度管理調査病理細胞部門サーベイ報告

検体検査

専門

20

2月15日 熊本市

臨床検査研修会

肝炎ウイルス陽性患者拾い上げの取り組み

検体検査

専門

20

2月25日 熊本市

臨床血液部門研修会

血液検査の基礎と応用（仮）

検体検査

専門

20

2月29日 熊本市

輸血細胞治療部門研修会

精度管理調査の解説

検体検査

専門

20

2月29日 八代市

県南地区研修会

認知症講演会

生体検査

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。

