
平成２３年度 第７回常務理事会 
   日 時 ： 平成２３年１０月１８日（火）18:30 ～21：00 

 場 所 ： 熊本保健科学大学（熊本市和泉町325） 
   出席者 ： 瀧口、上原、原田、松本、山本、田中、坂本、増永、中潟、寺本、 
      欠席  ： 池田、徳永 
 
＜報告事項＞ 
１、会長報告；日臨技関連（9/11 都道府県会長会議報告、来年度全国学会座長推薦）、九臨技関係（九臨技会議報告、次

年度研究部門員について、九臨技各県６０周年事業、九州支部移行について）、熊本機能病院創立３０周年記念式典（10/15；
瀧口出席）、熊本市薬剤師会法人創立２０周年（10/30：瀧口出席予定） 
 ２、各部報告 
   ・総務（松本）；日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等 
   ・広報（山本）；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、平成22年会員名簿の発行等→定款なしで今回は発行予定 
   ・組織（坂本）；レクレーション開催計画、11/5学術講演会後のレクリエーション    

・渉法（田中）；平成23年度賛助会員の募集、健康フェス報告 
   ・事業（池田）；平成23年度熊本県精度管理調査準備、10/24発送準備 
   ・学術（徳永）；学術委員会班長会議、県学会への支援等 学術講演会（11/5熊本大学） 
   ・生涯教育（増永）；生涯教育研修会等の開催案内･評価・開催状況の日臨技への報告等    

・経理（中潟）；平成23年度会計状況  
   ・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について→10/27委員会開催予定 
３、表彰推薦委員会開催予定について；9/10 熊臨技事務所で開催、知事表彰候補推薦者、永年職務精励者推薦 
４、平成23年度健康フェスティバルの開催計画(案)について 

（１）日時・場所；平成23年10月15日(土)・16日（日）ともに8：00～17：00、鶴屋９Ｆ、10Ｆ 
（２）内容案；尿一般体験、細胞・細菌染色顕微鏡検査、血管年齢、骨密度、心電図・超音波 
（３）出動人員(各日)；尿6名、心電図10名、細菌・細胞各6名、超音波12名、骨塩量・血管年齢６名、 

受付・案内６名 
５、第46回九州地区学会（熊本県担当）平成23年10月1日～2日、熊本市 熊本保健科学大学 
（１）学会長；瀧口巌（日赤健管）、実行委員長；原田精一（化血研）、副会長；上原正信（熊本市医師会）、事務局長；

増永純夫（熊本中央） テーマ；ふれあい２０１１くまもと －温故知新 なんさまきなっせ― 
（２）内容；教育文化講演４、シンポ８、ランチョンセミナー９、一般演題１３０、温故知新こーなー、展示など 
（３）参加者数；一般会員847+α（後日集計）、実務委員166、非会員85、賛助会員89、学生スタッフ97、 

学生見学 58、（味覚・嗅覚講演来場者142、標準化セミナー120） 
 ６、その他 
 
＜協議事項＞ 
１、平成23年度第2回総会(23年度予算総会；定款変更案提出予定)、知事表彰受賞祝賀会について 
（１）日程案；24年3月17日（土）、会場案；同仁堂ホール 
（２）講演会は実施しない予定（定款変更審議時間確保のため）、受賞祝賀会（知事表彰受賞者その他、3/17.、ニュースカ

イホテル） 
２、第44回県医学検査学会･平成23年度第1回総会開催計画（案） 
（１）日 時；平成23年6月24日（日）、担当；熊本市（場所：熊本保健科学大学） 
（２）学会長；瀧口巌（日赤健管）、実行委員長；寺本弘二（熊本保健科学大学） 
３、第45回県医学検査学会・平成25年度第１回総会開催計画(案) 
（１）日 時；平成25年6月未定、担当；城南地区（場所：未定）（２）学会長；未定 実行委員長；未定 
４、平成23年度第３回以降の理事会開催予定について 
（１）第3回予定；平成23年11月26日（土）；場所 ＫＫＲホテルくまもと 

九州学会反省会をこの日に実施予定。 
６、その他 
（１）第47回全国糖尿病週間行事についての後援のお願い；Ｈ23.11.3  
（２）第5回熊本県連携学会開催予定；平成24年3月20日（火・祝日）震災についてがテーマになりそう 
 
次回会議は平成23年11月8日（火）18：30～ 熊臨技事務所                   以上 



平成 23 年 10 月 14 日 
 
第 4６回九州地区医学検査学会（熊本市） 
参加会員各位 

 
 

（社）熊本県臨床検査技師会  

会長 瀧口 巌       

                           第 46回九州地区医学検査学会   

学会長   瀧口 巌    

   副学会長  上原 正信   

実行委員長 原田 精一     

 
第 46 回九州地区医学検査学会 参加登録の確認について（お願い） 

 
 拝啓 秋冷の候、会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 先日、熊本市で開催されました第 46 回九州地区医学検査学会にご参加いただき、ありが

とうございました。お蔭をもちまして盛会のうちに終了することができました。 
 しかしながら、10 月 1 日の会員受付時に登録いただいたデータが一部消失する事態が発

生し、約２００名近くの会員の方の参加登録情報が登録できないままとなってしまいまし

た。誠に申し訳ありません。 
 大変恐れ入りますが、下記方法にてご自分の参加情報がＪＡＭＴＩＳ上に登録されてい

るかどうか、今一度ご確認くださいますようお願い申し上げます。 
 ご面倒をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 

記 
【登録確認方法】 
１．日本臨床衛生検査技師会ホームページを開く http://www.jamt.or.jp/ 
２．会員専用ページを開く 
３．会員番号、パスワードを入力し、ログインする 
４．右側の「会員メニュー」のなかの会員情報・確認をクリックする 
５．会員メニューが開いたら、「生涯教育履歴」をクリックする 
  ※「生涯教育」ではありません。履歴の部分を開いてください。 

 
 
 
 

ココ 



 

６．行事名に第 46 回九州地区医学検査学会があることを確認してください。 
  参加形式も合わせてご確認ください。 

 

重要 
【もし、ご自分の参加登録がなかったら】 
 
会員番号、お名前、参加形式の種類（参加、筆頭発表者、連名発表者、座長・司会者、講

師）を（社）熊本県臨床検査技師会 事務所まで連絡ください。 
＜連絡先＞ 
（社）熊本県臨床検査技師会 〒860-0083 熊本市大窪１－６－３ 
 ＴＥＬ 096-324-8477 ＦＡＸ096-200-1221 
 e-mail  kumaringi@tos.bbiq.jp 
   事務所の開設時間は月～金（水曜日は休み）の１０：００～１６：００です。 
   お手数ですが、なるべくＦＡＸもしくは e-mail のご連絡をお願いいたします。 
 
〆切：大変申し訳ありませんが事務処理の都合上、お申し出いただくのは、平成 23 年 
12 月末日までとさせていただきます。どうぞ、お早目の確認をお願いいたします。 

 
以上 

 

このように表示されます 



 
『くまもと医学検査』の投稿論文募集（再掲載） 

 
 
会員各位 
 

熊本県臨床検査技師会 
学術部長 徳永英博 

 
 
前略、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。 
皆様ご存じの事と思いますが、以前の『機関誌くまもと』が『くまもと医学

検査』として新しくフルカラーの冊子となりました。また、別刷りも 30 部無料

で提供致します。つきましては、『くまもと医学検査』の第 2 巻への投稿論文を

下記の要領で募集致します。多くの方々からの投稿をお願い致します。 
 

草々 
 

記 
 

 
1．提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

＊投稿表紙及び誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

 

2．論文及び書類の提出期限 

   平成 23年 12月 22日（水） 

 

3．論文の提出方法 

   ＣＤ-Ｒにて送付 

 

4．提出先 

   〒860-8556 熊本市本荘 1-1-1 熊本大学病院病理部 徳永 英博 

   

  ＊論文投稿予定の方は早めにご連絡下さいますようにお願いします 

 

 



平成 23年 10月 20日 

会員各位 

社）熊本県臨床検査技師会 

学術部 徳永 英博 

（担当）外園 宗徳 

熊本県臨床検査技師会 

平成２３年度 学術部講演会のお知らせ 

拝啓 初秋の候、会員各位にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
学術部主催の学術講演会を下記の通り開催します。今年は、『泌尿器科の臨床検査』を 

テーマに、各研究班より、わかりやすくお話をしていただきます。 

ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様の多数の参加をお願いいたします。    

  １０月号の案内と時間が変更になっております。ご注意下さい      敬具 

                     記 
日 時：平成 23年 11月 5日（土）受付 13:30～   開会の辞 14:00～14:10 

会 場：熊本大学医学教育図書棟 4F        講演  14:10～17:00 

テーマ：『泌尿器の臨床検査』 

 

一般講演              座長 創起会 NTT西日本九州病院 今田 龍市技師 

１）化学・免疫・情報管理       嵜田 充技師 （熊大付属病院中央検査部） 

『ＰＳＡ検査の有用性について』 

２）画像生理検査           小山 大樹技師（日赤熊本健康管理センター） 

『超音波検診で発見される泌尿器疾患』 

           休憩  14:50～15:00 

                  座長 熊本医療センター 外園 宗徳技師 

３）一般検査             亀山 広喜技師（熊本保健科学大学） 

『尿沈渣での異型細胞の見方』 

４）微生物・公衆衛生         溝上 幸洋技師（済生会熊本病院中央検査部） 

『泌尿器系の細菌検査』 

            休憩  15:40～15:50 

                  座長 熊本大学医学部付属病院 徳永 英博技師 

５）病理・細胞診検査         大塚 幸二技師（熊本赤十字病院病理部） 

    『泌尿器における病理検査』 

 

特別講演 

   「慢性腎臓病（CKD）診断と治療における臨床検査の意義と要点」 

講師 江田 幸政先生  仁誠会クリニック光の森 院長 

 

閉会の辞  17:00～17:10 

                 ※問い合わせ先：国立病院機構 熊本医療センター 

                            臨床検査科 外園 宗徳 



正面玄関 

駐車ｹﾞｰﾄ 

会員各位 

  

   輸血検査勉強会のご案内 

 

謹啓 、皆様におかれましては益々健勝のこととお慶び申し上げます。 

輸血検査の自動化は他の検体検査に比べ遅れており、多くの施設が試験管法による用手法を実施

している状況です。普段輸血検査に携わらない多くの技師にとって、用手法による輸血検査は判

定結果に個人差がでるためストレスも大きく、精度管理の側面からも輸血検査の自動化は望まれ

ております。今回、全自動の輸血検査装置を発売している 3 社をお迎えし、各社の試薬および検

査機器の特徴について解説していただく機会を設けました。輸血検査の自動化についてご興味が

ある方は、是非ご参加下さい。 
謹白 

記 

 
日時 ： 平成 23 年 11 月 20 日（日曜日）  10：00～13：00（受付 9：30～） 

 

場所 ： 熊本大学医学部付属病院 医学教育図書棟 4F第 3 講義室  

前回広報時から場所が変更になりました。ご注意下さい！ 

 

※病院駐車場は正面玄関右手のゲートから入った先の、立体駐車場をご利用下さい。 

 

内容：安全な輸血検査体制を目指して～輸血検査自動化の進歩～ 
    講演 1：「バイオシステムの各種反応例について」 

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 古杉光明 先生 
    講演 2：「ゲルカラム法と全自動輸血検査装置“IH-1000”のご紹介」 
        バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 関正治先生 
    講演 3：「全自動輸血検査装置 ECHO を用いた輸血検査」 
        株式会社イムコア 小野 昌樹先生 
 
    質問・質疑応答 
   

申込方法 ：  当日参加  

 

連絡先 ： 熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 

福吉葉子（TEL：096-373-5817） 

立

駐

 

図書棟/総合研究等 



 
 

会員各位 
 

血液検査研究班勉強会のお知らせ 
 
 

    謹啓 会員の皆さまには、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、血液検査研究班１１月の定例勉強会は、シスメックスと共催での勉強会で、 
講師に長崎大学医学部附属病院検査部 濱崎 典子技師とコメンテータとして長崎 
大学医学部附属病院検査部 鶴田 一人技師をお迎えし、またシスメックス（株） 
から木下 勇一先生による講演会を開催いたします。 
多数のご参加をお願い申し上げます。 

 
 
                    記 
 
       日  時；１１月２２日（火） １８時３０分より 
        

場  所；熊本医療センター 研修センター 
         

講 演Ⅰ；「ソリューション提案におけるエクセレントモデルの紹介」 
       講  師；木下 勇一先生  

シスメックス（株）福岡支店 試薬プロダクト営業課係長 
 

講 演Ⅱ；「表面抗原データの見方、考えかた」 
講  師；濱崎 典子 技師 
       長崎大学医学部附属病院 検査部 

コメンテータ：鶴田 一人 技師 
             長崎大学医学部附属病院 検査部 

 
    
 

 
       問い合せ先；血液検査研究班 班長 染矢 賢俊 

                  熊本医療センター臨床検査科 
          TEL；096-353-6501 
                                       



平成２3 年度 第 3 回熊本県糖尿病療養指導研修会 

 
テーマ:『患者さま教育に役立つコミュニケーション術』 

 
○ 開催期日 平成２３年１２月４日（日）８時３０分～１６時５０分 
○ 開催場所 熊本市青年会館  注）駐車場がありませんのでご注意ください 
      （熊本市総合体育館 2 階）熊本市出水 2－7－1 ℡096－385－1010 

主催   熊本県糖尿病療養指導士会 
  後援   アボットジャパン株式会社 
 
○ 参加費   本会員  500 円〔会費納入者の場合に限る〕 
       非会員 2,000 円 
○ 認定内容  ２群（糖尿病療養指導）２単位申請中 
 
受  付 （8 時 30 分～8 時 55 分） 
開会挨拶 （8 時 55 分～9 時）                    

 
 
 《 研修 1 》9時～12時 20分（途中 20分休憩） 

 
研修 1 演題「 ホスピタリティとコーチング 」 

      講師 星野 さやか 先生 
財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ 

日本コーチ協会神奈川チャプター会員、ビジネスコーチング部会会員 

 
 昼食   12 時 20 分～13 時 20 分  
 
 《研修 2》13時 20分～16時 40分 （途中 20分休憩） 

 

研修 2 演題「 すぐ使えるコミュニケーションスキル講座 実践編 」 
講師 佐川 欣也 先生 

アボットダイアベティスケア営業本部営業管理・研修部部長 

 
     連絡事項（16時 40分から 16時 45分） 

     閉会挨拶（16時 45分～16時 50分） 



 

 

平成 23 年度 第 3 回熊本県糖尿病療養指導研修会 

《平成 23 年 12 月 4 日（日）開催》 

参加申し込み用紙 

施   設   名 氏  名 電  話 

 
 

  

 
  下記の〔 〕内の該当する項目に○をつけてください。 

 
 １．熊本県糖尿病療養指導士会の会員の有無 〔会員・非会員〕 
  

２．糖尿病療養指導士の資格の有無     〔ある・ない〕 
  

３．研修会の単位希望について       〔第２群・ない〕 
  

４．あなたの職種について 
〔管理栄養士・栄養士・薬剤師・検査技師・看護師・理学療法士 
・その他（              ）〕 

 

 

※ 昼食は弁当（無料）を準備します。 

※ 準備の都合上、11月 22日（火）までにご参加の申込みをお願いいたします。 

  下記あてに FAXにて送信してください。 

 〔この用紙に必要事項をご記入のうえ送信してください。送り状は不要です。〕 

 
 
 
 
 
 

《送信先》宇賀岳病院 野村千津子 宛て 

    ＦＡＸ 0964-32-3449 又は 0964-32-3112 
    ＴＥＬ 0964-32-3449 
  
 
 

宇賀岳病院 野村千津子 行き 



超音波基礎工学講習会のご案内 
 
 
謹啓  会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、画像生理研究班では超音波基礎工学の講習会を企画しました。簡単な

超音波の原理から２月に行われます超音波検査士認定試験を受験される方の試

験対策までを踏まえた内容にしようとただいま企画中です。 
受験を控えた方、超音波検査を始めたばかりの方、基礎工学に興味がある方、

たくさんの参加をお待ちしております。 
 

謹白 
 

記 
 
日時 ： １２月１１日（日曜日）  ９時受付開始９時３０分開始 
                  １６時３０分終了（予定） 
 
場所 ： 熊本中央病院 管理棟２階 大講堂 

(住所 熊本市田井島１丁目５－１） 
 

講師 ： 田中 一史氏 
  （㈱日立アロカメディカル 第一メディカルシステム管理） 
 
会費 ： 会員 無料  非会員 3,000 円 
 
 
※昼食の準備は致しませんので、各自で準備をお願いします。（会場での飲食可） 
 
※資料の準備、受講者の状況把握のため、事前登録制にします。（人数制限はあ

りません） 
FAX 用紙に参加者氏名、連絡先、受験の有無等を記入の上 申し込んで下さい。 
 
申し込み先   FAX (096)368-6776     

  (財)熊本県総合保健センター 検査科 吉村宛 
問合せ先   熊本中央病院 生理検査室  岩山義雄 tel370-3111（2504） 



 
基礎工学申し込み用紙 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２/１１の基礎工学講習会参加を申し込みます。 

※施設に FAX が無い方は問い合わせ先（熊本中央病院）に電話で申し込まれて

も結構です。 

参加者氏名 所属 連絡先（TEL） 受験の有無 

   
有・無 

   
有・無 

   
有・無 

   
有・無 

   
有・無 



12月～2月

12月10日 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会 検体検査 専門 20

　膵疾患マーカーの基礎について

　膵疾患の最新の治療及び検査について

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会 検体検査 専門 20

未定 熊本市 画像生理研究班（超音波基礎工学 ） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 輸血検査研修会（システム・電子カルテ） 検体検査 専門 20

未定 天草市 天草地区研修会（基礎）

1月24日 熊本市 血液検査研究班研修会（染色体：FISH） 検体検査 専門 20

1月26日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（第4回症例検討会） 検体検査 専門 20

未定 熊本市 微生物スライドカンファレンス 検体検査 専門 20

未定 天草市 天草地区研修会（微生物） 検体検査 専門 20

2月

2月28日 熊本市 血液検査研究班研修会（形態研究会） 検体検査 専門 20

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会 検体検査 専門 20

未定 熊本市 機能・神経生理研究班（呼吸機能検査） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 画像生理研究班（腹部・心臓エコー実習 ） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 一般検査研究班研修会（尿沈渣研修会） 検体検査 専門 20

未定 玉名市 城北地区研修会

未定 合志市 熊本市周辺地区研修会

未定 天草市 天草地区研修会（血液） 検体検査 専門 20

  ＊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3000円といたします。

熊臨技「生涯教育研究過程プログラム」

   ＊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。
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