第15回 メディカルスタッフのための
感染対策セミナー
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事務局だより
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日時：2018年7月3日(火) 18:30～20:30
会場：小倉KMMビル 4F会議室
参加費：\500

北九州市保健福祉局

高原 文子 先生
北九州市立八幡病院

e.aspx
日臨技 TEL：03-3768-4722

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

副院長 伊藤 重彦 先生

北九州市立八幡病院
戸畑共立病院

門司メディカルセンター
４．Q＆Aコーナー

CNIC

中川 祐子 先生

PNIPC

南

CNIC

日時：平成３０年７月２１日（土）13:00～17:00
会場：福岡市立病院機構 福岡市民病院 2階講堂
福岡市博多区吉塚本町13-1（JR九州吉塚駅徒歩3分）

申込：７月６日までにHPにて事前申込み
参加費：無料

会場：飯塚病院

18：30～20：00

エネルギー棟6F 大会議室
（飯塚市芳雄町3-83）

〔お問合せ先〕飯塚病院 桑岡まで

直通PHS；0948-29-8847

http://us-screening.kenkyuukai.jp/event/event_detail.as
p?id=29660

感染症の検査アルゴリズム

長崎大学病院 検査部 佐々木 大介 先生

久留米大学病院

臨床検査部

田代 恭子 先生

九州医療センター

臨床検査部

加藤 裕一 先生

3.

メール；ikuwaokah1@aih-net.com
2.

堀田 多恵子 先生

九州大学病院

検査部木下 靖子

感染症学講座

場所：久留米大学病院 本館2F

第1・2会議室

②症例検討
●循環器および腹部領域

連絡：天神会法人本部 倉重 康彦 TEL:0942-33-2222
JAMTIS研修会No.180013328
専門教科-20点(共催)

三役・理事等行動
県庁・県医師会・九州大学病院・

福岡大学病院他

精度管理体制の構築」
新潟医療福祉大学 医療技術学部 臨床技術学科
教授

久保野 勝男 先生

(福岡)西浦､外山､倉重､北里

福岡市民の健康を歯と口から守る集い
(福岡)西浦､外山､北里
(東京)西浦

6/13

就任挨拶

6/15

日臨技 管理者向け修士課程打合せ

久留米大学病院､産業医科大学病院

6/23

日臨技定時総会

6/23

日臨技 理事会・執行理事会

(福岡)西浦､外山､北里
(東京)西浦

(東京)西浦､外山､北里
(東京)西浦

6/27 日本肝癌研究会（久留米）西浦
6/28 平成30年度評議員会（福岡県公衆衛生協会）（福岡）西浦
6/30

「腹部血管疾患エコー」
平井

都始子 先生（奈良県立医科大学病院）

【第2部】14：20～15：20
「記録写真と注意点」
関口

隆三 先生（東邦大学医療センター大橋病院）

【第3部】15：35～16：35
「消化管疾患のスクリーニング」
谷村

勝宏 先生（メディテックアシスト）

連絡：超音波スクリーニング講習会2018福岡

実行委員会

馬場三男（北九州市立八幡病院）

JAMTIS研修会No.180013339

専門教科-20点(共催)

今月の求人掲示板

①超音波メーカー様からの新技術紹介

佐賀県医療センター好生館 臨床検査部 中村 朱 先生
「品質保証の世界的動向と法改正に伴う

会費：\500

プログラム

就任挨拶

【第1部】13：05～14：05

e-mail： bmt-echoline＠jcom.zaq.ne.jp

日時：2018年7月26日(木) 19:00～21:00

氏

病理部門におけるISO15189審査を

國島 広之 先生

第12回 エコール会（ＥＣＬ４８）

6/9 日臨技執行理事会

連絡：九州大学病院 堀田多恵子
TEL:092-642-5749
JAMTIS研修会No.180013306
専門教科-20点(共催)

森永 芳智 先生

専門教科-20点(共催)

6/5

受ける上での心構え（ポイント）
3.

＜講習会概要＞

冨吉 要一 TEL:008-9427-7836

6/5

このURLから「参加者手続き(登録票）」や「問い合わせ先」に
直接アクセスできます。

JAMTIS研修会No.180013317

臨床検査技術部 丸田 千春 先生

生理検査部門におけるISO15189審査を受ける上での
心構え(ポイント)

※参加者には超音波検査士資格更新5単位が付与されます。
先生

連絡：アーリアメディカル㈱

ISO 15189何でも相談室
佐世保中央病院

大城健哉

最新情報

ISO 15189審査における指摘事項の共有化

検査部

検査室

【教育公講演】

聖マリアンナ医科大学

受けた指摘事項等の情報共有を図る。

九州大学病院

医療技術部

Clostridioides (Clostridium) difficile感染症の

ISO 15189認定を取得・更新した施設の経験談話やJAB審査時に

2.

那覇市立病院

松本 哲朗 先生

189研究会の共同開催である

筑豊地区新人研修会

日時:平成30年7月6日（金）

国立病院機構 熊本医療センター 臨床検査科 林 秀幸 先生
3.市中病院におけるClostridioides difficile

【特別講演（予定）】

国立大学法人臨床検査技師会九州ブロック研修会と九州ISO 15

参加には参加登録票が必要です。下記URLにアクセスして詳
細を確認の上、登録票をダウンロードしてお持ちください。

病態解析・診断学分野

日時：2018年7月14日(土) 13:00～17時:30
会場：九州大学病院 臨床小講堂2
参加費： \1,000 国立大学病院臨床検査技師会の会員は無料

－ 審査談話 －

平成30年度

を確認の上、登録票をダウンロードしてお持ちください。

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

連絡：産業医科大学 臨床検査・輸血部 本田 雅久
TEL:093-603-1611
JAMTIS研修会No.180013294
基礎教科-20点(共催)

1.

参加には参加登録票が必要です。下記URLにアクセスして詳細
先生

法(Toxigenic culture法）との比較」

元石 和世 先生

CNIC 中川 祐子 先生

名誉教授

長崎 奈穂

C. difficileの微生物学的基礎と検出上の課題

５．講演内容を振り返って（総評）
産業医科大学

看護部

2.Clostridioides difficile 毒素遺伝子検査法と分離培養

下津 武津美 先生

KRICT 本部事務局

北九州市立八幡病院

博子 先生

国立大学法人臨床検査技師九州ブロック
第3回九州ISO 15189合同研修会

平成29年度新入会員研修会

鹿児島県立病院

３．手洗いキャンペーンの各施設の取り組み紹介

福臨技事務局へご連絡ください。
http://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jeo/Account/Hom

院内感染担当係長

２．リハビリ・介護職員の感染対策

★異動・退会・その他変更がありましたら
★日本臨床衛生検査技師会 無料職業紹介事業

医務係長 渡辺 雅彦 先生

医務薬務課

日時：2018年7月14日(土)14:30～18:00 受付開始14時
場所：JR博多シティ会議室（3) 会費：無料
1.当院における院内感染対策について

１．医療機関における感染性廃棄物の管理について
北九州市保健福祉局 医務薬務課

超音波スクリーニング講習会2018福岡
日時：2018年8月26日(日) 13:00～16:40（受付12:00～）
会場：九州大学医学部 百年講堂
参加費：3,000円 定員：500名（事前登録は不要）

【一般演題】

◇～ 病院・施設の感染対策 その2 ～

〒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

「第5回 感染症診断フォーラム-九州-」

韓国:京畿道臨床病理士会交流会
（福岡）西浦､外山､倉重､北里

★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。
◆ＪＲ九州病院
◆宗像医師会病院
◆福岡県保健環境研究所（福岡県がん登録室）
◆医療法人財団はまゆう会 新王子病院

