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〒812-0054 福岡市東区馬出4-10-1
ナースプラザ福岡 内
一般社団法人 福岡県臨床衛生検査技師会
TEL & FAX：092-405-9033
E-mail:famt@f7.dion.ne.jp
http://fukuokaamt.or.jp/
編集責任者 荒木 敏造
★異動・退会・その他変更がありましたら
福臨技事務局へご連絡ください。
★日本臨床衛生検査技師会 無料職業紹介事業
http://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jeo/Account/Hom
e.aspx
日臨技 TEL：03-3768-4722

平成29年度 学術奨励基金演題募集
◆応募方法
募集要項・申請様式は福臨技ウェブサイトのトップページ【新
着情報】のリンク先よりダウンロードしてください。インター
ネットを利用できない場合は福臨技事務局に申請書を請求して
ください。

◆応募締切：2018年1月12日(金)厳守!

筑後地区 後期講演会
日時：2017年12月2日(土)17：30～18:30
場所：ホテルニュープラザ
演題：心不全の病態と治療」・抗凝固療法における
講師：野伏間クリニック 医院長

ワルファリンとDOAC
田中 秀憲 先生

平成29年度 福臨技新春講演会 賀詞交歓会
日時：2018年1月13日(土)
会場：ホテルセントラーザ博多
（博多駅筑紫口左側

入退会の手続きおよび会費納入は
日本臨床衛生検査技師会（日臨技）へ

～受章おめでとうございます～
【瑞宝双光章】
上田 誠
氏
技師会活動を通じて、永年にわたり広く県民の健
康増進の為、ご活躍された功績に対し、叙勲を受け
られました。
なお、祝賀会を12月23日(祝)に開催を予定しております。

【お 知 ら せ】
2017.11月

医学検査（日臨技発行）P676

筑豊地区の新たな取り組み－青年部を立ち上げて－
筑豊地区青年部の投稿論文が掲載されております。
2017.11月 Poti（㈱アステム発行）P14プチポチトーク
～この人に聞きたい（9）に飯塚病院中央検査部 技師長
桑岡 様のインタビュー記事が掲載されております。

福臨技女性部会企画

「働く技師応援セミナー」
日時：2017年12月2日（土）
会場：飯塚病院

13:30～16:15

★プログラム
① 13:30～14:00 「和漢食について」
飯塚病院栄養部栄養士
西島 理沙 先生
② 14:00～14:30 「ストレッチ ～肩こり・腰痛対策～」
飯塚病院リハビリテーション部副技師長 山﨑 哲弘 先生
《14:30～14:45
休憩》
② 14:45～15:45
「働く人の疲れ体質とストレスを漢方で改善」
飯塚病院漢方診療科部長
田原 英一 先生
15:45～16:15
３名の講師を交えての質疑応答

日時：2017年12月7日(木)19:00～21:00 会費：\500
場所：久留米大学病院 本館2F 第1・2会議室
プログラム
１）超音波メーカー 新技術紹介
２）症例検討
【循環器領域】
非心尖部アプローチが有用であった大動脈弁狭窄症の症例
九州大学病院
佐藤 翼 技師
【消化器領域】
胃の腫瘤性病変を系統的に読む 福岡徳洲会病院 三浦 大輔
技師
多発肝嚢胞で紹介された1例 浜の町病院 丸山 祐司 技師

連絡：天神会新古賀クリニック
TEL:0942-35-2485
JAMTIS研修会No.170060307

倉重 康彦
専門教科-20点(共催)

第38回 福岡心血管エコー勉強会
日時：2018年1月26日(金) 18:30～20:30

092-461-0111）

◇新春講演会 16：00～17：00
講演「ミトコンドリアと疾患 」
講師：九州大学病院 検査部
部長 康 東天 先生
◆賀詞交歓会 17:30～ （会費）6,000円
発送物に同封しております申込書にてお申込下さい。
多数のご参加をお待ちします。

第1回 データ解析講習会 のご案内
日時：2018年2月4日(日)13:30～16:50
（13:00～ 受付開始）
場所：ナースプラザ福岡 2階203研修室
※内容詳細につきましては同封の案内をご参照下さい。
定員:約20名 参加費 無料 （非会員は1000円）
申込方法:案内のQRコードからのアクセスし、所定事項
を記入・送信のこと（Google Forms）。
https://goo.gl/forms/3afSj1Rhsz1hVz7u2
[申込締切] 2017年12月22日（金）17:00まで
[参加要件] 指定ソフトをインストールしたノートパソ
コンを持参できる方
＊お知らせ＊
11月に掲載しました本講習会内容につきまして、誤りが
ありましたので、お詫び申し上げますとともに訂正させ
ていただきます。
[誤]日時：2018年2月4日(日)10:00～16:45（9:30～受付開始）
[正]日時：2018年2月4日(日)13:30～16:50(13:00～受付開始)

第58回抗菌薬適正使用セミナー
日時：2017年12月20日(水) 19:00～21:00
場所：産業医科大学 2号館 2F 2201教室
会費：\500 学生無料
◇演題 重症患者マネジメントとしての抗菌化学療法
産業医科大学病院 感染制御部

第10回 エコール会４８

鈴木克典 先生

連絡：産業医科大学病院 臨床検査・輸血部 本田雅久
TEL:093-603-1611（内線7928)
JAMTIS研修会No.170063849 基礎教科-20点(共催)

会場：九州大学病院 ウエストウイング4階 臨床大講堂

今月の求人掲示板
★掲載希望施設は福臨技ウェブサイトの『各種届出
様式』コーナーから『求人情報掲載申込書』
(Excelファイル)をダウンロードし、掲載希望月の
前月15日までに E-mailまたはFAXで事務局へ
お送りください。
サイト掲載期間は原則１ヶ月です。翌月以降の掲
載をご希望の場合は、再度事務局までご連絡下さい
ますようお願いいたします。
◆医療法人豊栄会 福岡豊栄会病院
◆社会医療法人大成会 福岡記念病院
◆福岡大学筑紫病院 病理部
◆医療法人恵人会 あだち脳神経外科クリニック
◆医療法人社団高邦会 福岡山王病院
◆医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院
◆ほりたレディースクリニック
◆社会福祉法人 柏芳会 田川新生病院
◆福岡市医師会成人病センター
◆福岡地区急患部会

参加費：\1,000
講演：正しく怖がること、これすなわち計測を極めし者なり
講師：済生会中和病院 医療技術部
高橋 秀一 先生
連絡：九州大学病院ハートセンター
TEL:092-642-5364 佐藤 翼（fukuoka.cv.echo@gmail.com）
JAMTIS研修会No.170063850
専門教科-20点(共催)

第63回日本臨床検査医学会九州地方会・
第29回日本臨床化学会九州支部総会 合同総会
合同開催の日程及び一般演題申し込みのご案内
日時：2018年3月3日(土) 9:00～（受付8：30より）
会場：九州大学医学部百年講堂

三役・理事等行動
11/3

全国「検査と健康展」
（福岡）西浦､外山､荒木､梶原､北里
11/5 ふくおか市民糖尿病教室
（福岡）西浦､外山､加藤､松下
臨床検査ゼミナール（北九州）西浦､佐藤
11/8 医療団体協議会 （福岡）西浦､外山
11/18 日臨技執行理事会（東京）西浦
11/24 日臨技支部長連絡会議（東京）西浦
11/25 日臨技理事会（東京）西浦

参加費：2000円

【一般演題申し込みについて】
演題名、筆頭演者及び共同演者名、所属、連絡先（ﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽ）を平成29年12月8日（金）までにメールにて申込
※一般演題の発表形式はすべて口演発表となります。
【抄録提出について】
タイトル（文字数制限なし）、所属（施設名及び部署名）、
発表者名及び共同演者名、本文（1500文字以内、但しA4
用紙1枚を限度）をMicrosoft Wordにて作成し、
平成30年1月12日（金）までにメールにて合同総会事務
局 本田宛に送付。
※本学会は非会員の方も参加、発表は可能です。
連絡：産業医科大学病院 臨床検査・輸血部 本田雅久
TEL:093-603-1611（内線7928）
E-mail mhonda@clnc.uoeh-u.ac.jp
JAMTIS研修会No.170060318
専門教科-20点(共催)

【研修会参加者様へのお願い】
【研修会等への会員証の携帯をお忘れなく】
研修会等では、受付の際、名簿記入を行っております。
会員番号が未記入であったり、不正確な番号の場合は参
加者登録できませんので、規模の大小にかかわらず研修
会等には 会員証を必ず携帯 下さいますようお願いい
たします。
また、氏名、所属につきましても会員登録情報と一致
しなければ参加者登録ができませんので、参加者名簿に
は、正しくご記入下さいますようお願いいたします。
入会手続き中の方につきましては、会員と同じ扱いと
いたします。
ただし、研修会受け付けの際、会員番号を記載できな
い参加者は非会員として取り扱います。
研修会修了後、入金がないと参加登録できないので、
早急に入金手続きをお願いします。

非会員ならびに日臨技のみ会員の方につき
ましては、参加費は３倍となります。

