
平成２２年度 第９回常務理事会 
  日 時 ： 平成２３年１月１１日（火）20；30 ～ 
 場 所 ： 熊臨技事務所会議室 
出席者 ： 瀧口、上原、原田、松本、山本、池田、坂本、田中、増永、中潟、寺本 

  欠席者 ： 徳永 
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技（新法人化への文書提出、技師連盟責任者会議へ出席2/4、地区学会への要望）、九臨技関係（2/11

九臨技会議、）、その他（公明党新春の集い1/13；原田、瀧口、松野頼久新春の集い2/4；原田、医専

連理事会2/4上原、立ち入り調査報告について、内閣府からのお知らせ、プライマリケア委員会2/2；
坂本）、 

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、2月号ニュース版総会資料号 
   ・組織（坂本）；レクレーション開催計画、地区懇談会（県学会時のゴルフ 菊水カントリー）    

・渉法（田中）；平成２２年度賛助会員の募集（広告募集方法について）、1/14プロモーション委員会出席予定 
   ・事業（池田）；精度管理調査について（10/26～28）、報告会は3/1（火）19：00県医師会館  
   ・学術（徳永）；学術委員会・班長会議、県学会への支援、医療・保健・福祉連合学会への協力、機関紙状況 
   ・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22年度決算について、会口座の管理について、 
   ・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について 
３、平成22年度知事表彰受賞候補者の推薦について；増永純夫氏（熊本中央病院） 
４、第46回九州学会（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（日赤健康管理センター）、実行委員長：原田精一（城南病院） 
  （２）テーマ；「ふれあい２０１１熊本―温故知新 なんさまきなっせ―」 内容は検討中 学術部関連進行 
５、第47回九州学会（宮崎県担当）、平成24年秋（日程、場所；未定） 
６、九臨技会議開催予定；平成23年2月11日（金）13：00～16：00福岡市、出席予定；瀧口、上原、原田、池田、

田中、増永、寺本、中潟 
７、その他 
 （１）日臨技連盟連絡責任者会議開催予定；平成23年2月4日（金）13：00～ 東京都；出席予定；瀧口 
 （２）熊本市医専連会議開催予定；平成23年2月4日（金）19：00～ 熊本市医師会；出世予定；上原  

  ＜協議事項＞ 
１、平成22年度第2回総会(23年度予算総会)、施設連絡者会議、知事表彰受賞祝賀会について 

  （１）施設連絡責任者会議；平成２３年３月５日（土）15：00～同仁堂ホール 
（２）第2回総会（23年度事業計画･予算案等）、日程案；23年3月5日（土）16：30～、会場案；上記 

     ＊総会役員選出案 議長、資格審査・議事運営委員、書記（ノート）、議事録署名人 
  （３）受賞祝賀会（会場 ホテルキャッスル 19：000～＊18：00まで使用できない） 
２、第43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4月24日(日)、担当；城北地区（会場；荒尾市） 
（２）学会長；西田吉一氏（公立玉名中央病院）、実行委員長；石橋浩三（荒尾市民病院） 

３、第44回県医学検査学会・平成24年度第１回総会開催計画（案） 
（１）日 時；平成24年4月23日(日)、担当；熊本市（場所；周辺地区を検討） 
（２）学会長；未定、実行委員長；未定 

４、平成22年度第４回以降の理事会開催予定について 
 （１）第４回 H23.2.26（土）15：00～ 熊臨技事務所 第5回H23.3.5（土）13：00～同仁堂ホール 
５、その他 
（１）第４回（平成22年度）熊本県医療・保健・福祉連合学会；H23.2.13（日） 
 
訂正；前号掲載の平成22 年度第8 回常務理事会出席者が一昨年の分が掲載されていました。お詫びして訂正いた

します。 
（正）出席者；瀧口、上原、原田、松本、山本、坂本、田中、池田、徳永、増永、中潟、、寺本 
   欠席者；なし  

以上 



平成２３年２月吉日 
 
会 員 各位 
 
 

（社）熊本県臨床検査技師会 
 会長 瀧口 巌 

 
 

平成２２年度 第２回定期総会開催通知 
 
 定款第１６条により平成２２年度社団法人熊本県臨床検査技師会第２回定期総会

（平成２３年度事業計画・予算総会）を開催するので会員各位の出席を要請します。 
 
 
 
 
 
 
日時：平成２３年３月５日（土） 午後４時３０分～ 
 
場所：同仁堂ホール （熊本市上通町２－７同仁堂ビル４階 096-325-8131 ） 
 
総会当日は、議案書（平成２３年 2 月ニュース版）、会員証を必ず持参してください。 
 
 
 
 
 
※委任状提出のお願い 
 平成２２年度第２回定期総会に出席できない会員は必ず委任状を提出してくださ

い。（同封の葉書に記名捺印し、施設の連絡責任者が責任をもって提出してください。） 
 
 
 
委任状提出期限 ；平成２３年２月２５日（金） 
 



                               

平成２３年１月吉日 

（社）熊本県臨床検査技師会 

施設連絡責任者 各位 

                                社）熊本県臨床検査技師会 

                                会長  瀧口 巌    

                                 

平成２２年度 施設連絡者会議について（ご案内） 

  

各位には益々ご健勝のことと拝察致します。 

  さて、平成２２年度施設連絡責任者会議を下記の通り開催致しますのでご出席下さい。ご多用とは

存じますがよろしくお願い申し上げます。 

   

 

                    記 

  【施設連絡責任者会議】 

    日 時 ： 平成２２年３月５日（土）１５：００～１６：３０ 

    場 所 ： 同仁堂ホール スタジオライフ（熊本市上通 2-7 同仁堂ビル４階） 

                

１、報告事項 

  （１）第４７回九州医学検査学会準備状況について 

  （２）その他 

 

２、協議事項 

   

以上 

 

 

 協議事項の詳細につきましては、責任者の先生方に個別に郵送する予定です。また、出欠のお返事用の葉

書も同封いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 



                                 平成２３年２月吉日 

 

会 員 各位 

 

                            社）熊本県臨床検査技師会 

 

 

増永 純夫氏の医事功労者県知事表彰祝賀会のご案内 

 

 

謹啓 余寒の候 会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、当会常務理事の増永 純夫氏（熊本中央病院）が公益事業や地域保健事業

等へ貢献された事に対しまして、当会より「熊本県医事・薬事・健康づくり功労者及び優

良団体等知事表彰」の推薦を実施いたしました。 

 つきましては、下記により祝賀会を開催致しますので、ご多忙の折とは存じますが何卒

多数ご出席戴きます様宜しくお願い申し上げます。 

                                      敬白 

記 

 

 一、日  時 ： 平成２３年３月５日（土）19：00～ 

 一、場  所 ： 熊本ホテルキャッスル （熊本市城東町4-2 TEL096-326-3311） 

 一、会  費 ： 7000 円 

  ＊恐れ入りますが、施設連絡責任者の方は参加者を出席表にまとめ郵送又は 

FAX、e-mailにより２月２５日（金）迄に下記までご連絡下さい。 

   以上 

連絡先 ； 〒860-0083 熊本市大窪１－６－３ 

        （社）熊本県臨床検査技師会  

  ＴＥＬ  096-324-8477 ＦＡＸ 096-200-1221 

  Ｅ-Mail  kumaringi@tos.bbiq.jp 

 

         発起人 

             瀧口 巌  （熊臨技会長、日赤熊本健康管理センター） 

             上原 正信 （熊臨技副会長、熊本市医師会） 

原田 精一 （熊臨技副会長、城南病院） 

中川 敬一 （熊本中央病院） 

             松本 珠美 （熊本保健科学大学） 

 

 

 

 



 

連絡先  ： 〒860-0083   熊本市大窪１－６－３ 

（FAX送信先）         （社）熊本県臨床検査技師会 

         

            FAX 096-200-1221 

                                         

 

増永 純夫氏の医事功労者県知事表彰祝賀会について 

 

出席票 

 

                        平成２３年   月   日 

１）開催日時 ：  平成２３年３月５日（土）１９:００ ～ 

２）開催場所 ： 熊本ホテルキャッスル  

          

   施設名                  電話番号              

 

   参加者 

    氏名                 氏

名                  

 

   

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

 

  

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

    

通信欄 

 

 

                ＊２月２５ 日（金）迄に出席者をご連絡下さい。 



第４３回 熊本県医学検査学会  

懇親会参加・宿泊申し込みのお知らせ  

 
第４３回熊本県医学検査学会が４月２４日（日）荒尾市で開催されることとなり、  

学会開催前夜の懇親会参加及び宿泊御希望の会員の皆様の申し込みを行っております。  
下記の申込方法にそって FAX または E－Mail でご連絡下さい。  
皆様の多数の御参加をお待ちしております。  

 
懇親会日時     平成 23 年 4 月 23 日 (土） 18：00 より  
懇親会会場     まるよしホテル（亀の井ホテルより徒歩５分）  
懇親会参加費    ６０００円   
 
宿泊        亀の井ホテル（全室シングルルーム）  
          １泊・朝食付４８００円  
          料金支払いは各自フロントでしていただきます。  
 

FAX 申し込み方法  下記の申し込み用紙の該当する欄に○をつけて下さい。  

施設名（　　   　　　　      　　）　電話番号（　　    　　   　）内線（　  　 　）

禁煙（ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ） 喫煙（ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ）

　宿　泊（どちらか選んでください）
氏　名 懇親会

 
E-mail 申し込み方法   ①～④の項目にそって御返事下さい。   

①施設名 ②参加者名 ③懇親会参加の有無  
④宿泊の有無  有りの方は禁煙 喫煙のどちらか御明記下さい。  

申し込み締切日     3 月 28 日（月）  
申込  問合せ先   FAX          0968-62-2319 

E-mail address    kensa@hospital.arao.kumamoto.jp  
Tel           0968-63-1115  内線 (481) 

  住所        〒864－0041 荒尾市荒尾 2600 
荒尾市民病院  検査科 永瀬  

mailto:kensa@hospital.arao.kumamoto.jp


 
                            

 社）熊本県臨床検査技師会 
                         組織部 坂本 康弘 

第４３回熊本県医学検査学会 

         ゴルフコンペのご案内（２次） 

 
  学会前日のゴルフコンペを企画いたしました。 
 各賞多数取り揃えております。多数の参加をお願い申し上げます。  
初心者、女性、大歓迎です。 

記 
日 時  平成２３年４月２３日（土） ７：５０集合 
                   ８：２１スタート（ダブルペリア） 
会 場  司菊水ゴルフ倶楽部  ℡ ０９６８－８６－３１２３ 
     玉名郡和水町米渡尾１３８０ 
会 費  １０，８００円（食事代込み） 
       ４月１５日（金）までにお申し込み下さい。 

 
 

氏  名 施 設 名     連 絡 先 

   

   

   

   

 
申し込み先    公立玉名中央病院  広瀬 里子（0968-73-5000） 

                E-mail:histo@tamana-chp.jp 
（出来れば E-mail でお願いします） 

               FAX  0968-73-2867 
 



                           社）熊本県臨床検査技師会 
                        女性部部長 中潟 順子 
       

女性部会開催のお知らせ 

 
 今春荒尾市に於きまして熊本県医学検査学会が開催されます。 
女性部会では、恒例となりました「乳がん撲滅・乳がん検診普及」を目的に、

模型を使った乳がんセルフチェック法やパネル展示・ピンクリボン関連グッズ

の販売を会場内で計画しております。 
 そこで、開催地の荒尾・城北地区を中心に女性部の底力を集結し、学会の成

功に向けて弾みをつけたく、ミニ勉強会（乳がんの豆知識・セルフチェック法

のマスター）と作戦会議を企画致しました。 
また会議後、親睦を兼ねた食事会・小岱焼窯元巡りも考えております。 
 県内の女性会員皆様が対象ですので、是非参加されますようご案内申し上げ

ます。 
 

記 
日  時   平成２３年２月２７日（日）  １２：００～１４：００ 
場  所   イタリアンレストラン スパイスコットンＤＵＥ         

         荒尾市宮内１０９２－２６ ℡０９６８－６３－０４３２ 
会  費   １，５７５円 
申 込 先   公立玉名中央病院  広瀬 里子（0968-73-5000） 

          E-mail:histo@tamana-chp.jp 
（出来れば E-mail でお願いします） 

         FAX  0968-73-2867 
締め切り   ２月１８日（金） 

                

 
 
 
 
 
 
 
 

担当 女性部 桑野 英子、廣瀬 里子 
（公立玉名中央病院） 



事 務 連 絡 
平成 23 年 1 月吉日 

 
施 設 長 様 
会   員 様 

 
熊本県糖尿病療養指導士会 

理事長 山下照代 
 

平成 22年度 第 4回熊本県糖尿病療養指導研修会について（ご案内） 

 
寒冷の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、熊本県糖尿病療養指導士会では、平成 22 年度第 4 回研修会を下記及び別紙のと

おり開催いたします。 
お忙しい折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加いただきますようご案内

申し上げます。 
記 

 
１．期  日  平成 23年 3月 6日（日） 

２．場  所  熊本市青年会館（熊本市総合体育館 2Ｆ） 

３．日  程  受 付 9時 30分～9時 55分  研 修 10時～16時 40分 

         

４．研修内容  別紙、プログラムのとおり。 

５．そ の 他    昼食は弁当（無料）を準備します。 

 

６．注 意 点 

     1)本研修は、１日研修となっております。糖尿病療養指導士更新のために、 

第２群＜糖尿病療養指導〔申請中〕＞２単位を取得できます。 

          2)別紙申し込み用紙により申し込んでください。 

     3)参加費  本会員 500円〔会費納入の場合に限る〕 

非会員 2,000円 
     4)年会費は 5,000円です。研修会当日の納入可。 

 

 

 

                 郵便振込の場合は 《振込先》 熊本県糖尿病療養指導士会 

                                 記号 17180 

                                 番号 34954701 

     



 平成 22 年度 第 4 回熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ【療養指導とチーム医療を考える】 

○開催期日：平成 23年 3月 6日（日）10時 00分～16時 50分 

○開催場所：熊本市青年会館（熊本市総合体育館２Ｆ） 

熊本市出水 2-7-1 TEL：096-385-1010 FAX：096-381-0953 

駐車場は使用できません。公共交通機関等をお使い下さい。 

○参 加 費：本会員：500円（会費納入の場合に限る） 

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（9時 30分～9時 55分） 

開会の辞（9時 55分～10時 00分） 

１）午前の部（10時 00分～12時 10分）途中 10分休憩 

《講演》 

演題１：『糖尿病患者における栄養管理の実際』(60分) 

国立病院機構 熊本医療センター 栄養管理室 主任栄養士 大山 明子 先生 

演題２：『救急外来受診患者から考える糖尿病療養指導』(60分) 

国立病院機構 熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科 医長 豊永 哲至 先生  

２）ランチョンセミナー（12時 20分～13時 20分） 

演題：『血糖自己測定器、穿刺器具最近の話題』（60分） 

アボットジャパン株式会社 アボットダイアベティスケア事業部 秋田 達夫 氏 

３）午後の部（13時 30分～16時 40分）途中 10分休憩 

《講演・演習》 

演題：『すぐ使えるコミュニケーションスキル講座』（180分） 

アボットジャパン株式会社 アボットダイアベティスケア事業部 佐川 欣也 氏 

連絡事項（16時 40分～16時 45分） 

閉会の辞（16時 45分～16時 50分） 



 

 

平成 22 年度 第 4 回熊本県糖尿病療養指導研修会 

《平成 23 年 3 月 6 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、2月 24日（木）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 



会員各位 
 
 

 （社）熊本県臨床検査技師会 
 会長 瀧口 巌 

 
 

（社）熊本県臨床検査技師会定期総会委任状および 
（社）日本臨床衛生検査技師会定期総会委任状についてのお願い 

 
 会務お疲れ様です。標記委任状につきまして、期限までに提出いただきますようお願い

申し上げます。 
 

記 
 
 
１．（社）熊臨技 平成２２年度第 2 回定期総会委任状について 
   同封のはがきをご使用ください。2 月２５日までに施設連絡責任者がとり

まとめ、熊臨技事務所へ郵送してください。 
 
２．（社）日臨技 平成２２年度第 2 回定期総会出席票・委任状について 
（ウグイス色の用紙） 
  ２月号ニュース版に同封されています。３月１０日までに施設連絡責任者

がとりまとめ、熊臨技事務所へ提出ください。 
 
３。（社）日臨技 平成２３年度第１回定期総会出席票・委任状について 
（桃の用紙） 

２月号ニュース版に同封されています。５月９日までに施設連絡責任者が

とりまとめ、熊臨技事務所へ提出ください。  
 

 
 

以上 
※日臨技総会出席票・委任状の送付先 
社）熊本県臨床検査技師会 事務所  〒860-0083 熊本市大窪１丁目６番 3 号 



熊臨技「生涯教育研究過程プログラム」 

23年3月研修会予定表

3月1日 熊本市 熊本県臨床検査精度管理研修会 検体検査 専門 20

3月3日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（サーベイ） 検体検査 専門 20

3月5日 熊本市 平成22年度第２回定期総会 組織活動 基礎 20

未定 熊本市 機能・神経生理研究班研修会（心電図＆EPS 生体検査 専門 20

未定 熊本市 一般検査研究班研修会（ケーススタディ） 検体検査 専門 20

未定 天草市 天草地区研修会（免疫血清） 検体検査 専門 20

未定 熊本市 平成２２年度臨床検査講習会

 
 
 
 
 
 
＊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 3000 円といたします。 
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