
平成２２年度 第10回常務理事会 
 

  日 時 ： 平成２２年２月８日（火）20:30 ～22：00 
 場 所 ： 熊本保健科学大学 会議室 
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、 

  欠席者 ： 寺本 
１、会長報告；日臨技（H22第２回定期総会（3.26；大森東急イン）技師連盟責任者会議2/4報告、）、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；ねんりんピックでの医専連の出動について、立ち入り調査報告について、 
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、 
   ・組織（坂本）；2/2プライマリケア会議（171名の会員）    

・渉法（田中）；平成23年度賛助会員の募集（広告募集方法について）、プロモーション委員会報告 
   ・事業（池田）；3/1精度管理調査報告会3/15 臨床検査シンポジウム  
   ・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 3月で74件確定    

・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、熊臨技定款改定第１回会議（H23.1.7 17：30～ 熊臨技事務所 出席7名） 
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 

 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）14：00～16：00福岡市、出席予定；梅橋、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；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；出席；上原  
 ・23年度健康フェスティバルは予定通り開催（H23.10.15/16、鶴屋東館パレア） 
 ・ねんりんピック2011熊本（23.10/15～18；22種目県内９市４町で開催）への出動は各団体で対応 
 ・熊本シティエフエム（H23.6/22,6/29,7/20） 

  ＜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 知事表彰者、九臨技特別表彰19：000～） 
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 ＊13：30～表彰推薦委員会 
 （２）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・福祉連携学会；H23.2.13（日） 
 

 
 
 



第 46回九州地区医学検査学会 実行委員会＜第２回＞記録 
 
日時：平成 23年２月８日（火）１８：３０～２０：３０ 
場所：熊本保健科学大学 会議室 
出席者： 瀧口、上原、原田、松本珠、山本、坂本、田中、池田、徳永英、増永、中潟、松本恵、

作元、徳永好、園田、今田、島本、亀山、外園、岩山 
欠席 ： 寺本、室原、鬼塚、西山、廣瀬 
 
１．会長挨拶 
  今回から、研究班長および各部の実務委員の増員の参加をお願いした。 
１．報告・事項 
 １）総務部報告 
・文化講演候補者 武田早雲ほぼOK.、講演料についてはまだ交渉中。 
教育（特別）講演候補者 熊本県科捜研関連の方承諾（4月に定年になる方）。 

 ・事務局長より進行スケジュールおよび日程プログラム案を早急に確立の必要性ありとの指摘。 
  
２）学術 
・九臨技よりシンポジウムの計画提出（資料あり） 
 
３）展示・広告 
・坂本理事が広告募集関係統括。池田理事が展示関係統括。（依頼文書案作成） 
・発注先、見積もりを取り、確定次第各県に発送。 
・次期学会県、全国学会担当県のブースが必要。（全国学会担当県の出席は未定） 
 
４）渉外 
・ランチョンセミナー募集 ５月〆切、広告原稿をこちらに送付してもらうのを６月〆切でどう

か？ 
 
４）広報  
・ポスター案提示 

 ・ホームページ始動報告。九州学会関連の新しい内容は総務部を通じて業者へ依頼する。 
 
 ５）その他（継続事項） 
  ・懇親会の出しもの・・・未定 
  ・当日の服装について・・・ユニフォーム的なものを考える。 
  ・プログラムの作成。その際、式典の開催時間を当てはめてみる 
  ・来賓・・・知事打診（年度内に）、招待者に熊本市長も入れる方向で確認 
    市長への依頼は地域医療課を通す 
      → まだ取り掛かっていない 
 
次回日程 
・日程３月８日（火）18：30～ 熊本保健科学大学 会議室 準備会議、常務理事会も同時開催 

記録：松本 



平成 23年度からの技師会会費納入・異動届け・保険について 

会員各位 
 

（社）熊本県臨床検査技師会 
  

 会員の皆様には時下、ご清栄の事と存じます。 
 平成 23 年度からの技師会会費につきましては、日本臨床衛生検査技師会の会費納入方法の変

更に伴い、（社）熊本県臨床検査技師会の方法も変えざるを得なくなり、皆様にご迷惑をおかけ

しております。2 月になりまして、日臨技の方法もやっと確定したようなので、平成 23 年度か

らの会費納入方法その他につきまして、ご連絡いたします。 
 
＜平成 22 年度会費をお支払いただき、平成 23 年度も継続される会員の方へ＞ 
○2 月 28 日に日臨技へ連絡いただいた口座から１６,０００円が引き落とされます。 
  ＊16,000 円の内訳は日臨技会費 10,000 円と、熊臨技会費 6,000 円の合計金額です。 
 
  ＊日臨技へ口座引き落とし用紙を送付されなかった方は、コンビニ振込用紙が届いていると

思います。平成 24 年度から口座引き落としを希望される場合は、下記連絡先へ口座登録

用紙（日臨技ホームページからダウンロードできます）をお送りください。 
 
  ＊熊臨技も口座引き落としを進めておりましたが、日臨技の方法変更にしたがい、平成 23

年度の会費の引き落としは中止し、お預かりした口座番号は破棄いたします。 
   口座番号はもっとも大切な個人情報ですので、熊臨技から日臨技への連絡はいたしません。 
 
＜平成 23 年度から新入会の方へ＞ 
  ＊入会用紙と口座登録用紙へのご記入と下記連絡先への送付が必要です。以前、熊臨技へ用

紙をお送りいただいた方は転送しておりますが、念のため、もう一度下記連絡先へお送り

ください。 
  ＊初年度は口座登録にかかわらずコンビニ振込みとなります。 
  ＊金額は日臨技会費 10,000 円と熊臨技会費 6,000 円の合計 16,000 円となります。 
 
＜平成 23 年度以降の他県からの転入・転出について＞ 
  ＊県単位で会費徴収方法が違う可能性があります。平成 23 年 4 月以降、下記連絡先へお問

い合わせください。 
 
各種の書類は日臨技ホームページからダウンロードできます。 
http://www.jamt.or.jp/information/official/shinsei.html 
 
 



＜賠償保険について＞ 
＊日臨技の保険料負担で、会務中の傷害保険と業務中の賠償責任保険（臨床検査技師賠償責任保

険）が付与されます。「入会申込書」の加入保険タイプ選択でＡまたはＢを選択してください。

普段、臨床検査業務を行っている方は勿論、業務の管理者の方、また、普段臨床検査業務に携わ

っていなくても、健康展やボランティア等で臨床検査業務を行う可能性がある方は、Ａタイプを

選択してください。それ以外の方は、Ｂタイプを選択してください。 
 
 
入会用紙・口座登録用紙・異動届の送付先 
日臨技事務局 

 〒143-0016 東京都大田区大森北 4－10－7 

社団法人 日本臨床衛生検査技師会 
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第46回九州地区医学検査学会一般演題募集のお知らせ 

 

 

前略、会員の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

この度、第 46回九州地区医学検査学会を熊本市の熊本保健科学大学に於いて、

平成 23年 10月 1日(土)、2日(日)に開催することとなりました。つきましては、

下記の要領で一般演題を募集致します。多くの方々からの多数の演題をお待ち

しております。 

 

草々 

 

記 

 

1、募集期間  演 題：平成 23年 3月 1日(火) ～ 4月 22日(金） 

抄 録：平成 23年 4月 25日(月) ～ 5月 31日(火) 

2、申込み方法：日臨技総合情報システム（JAMTIS）を利用 

3、CD-R・受付開始日～締切日   

平成 23年 8月 29日（月）～ 9月 16日(金）        

4、演題申込みに関する問い合わせ先  

 

CD-R 送付先     第4６回九州地区医学検査学会 学術部長 

     熊本大学医学部附属病院病理部 徳永 英博 

〒860－8556 

熊本市本荘１－１－１ 

TEL：096-373-7099  FAX：096-373-7099 

E-mail：h-tokunaga@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp 

第４6回九州地区医学検査学会ＨＰ http://kuma-amt.or.jp/index.html 

http://kuma-amt.or.jp/index.html


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


平成 23 年 2 月吉日 
臨床検査技師会会員 各位 
 

日本細胞診断学推進協会 細胞検査士会       
熊本県支部 支部長 徳永 英博 

副支部長 河野 公成 
 

子宮頸がん啓発街頭活動参加者募集のご案内 
 

謹啓 余寒の候、会員の皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 
ご存知のように、今若い女性の子宮頸がんが急増しています。子宮頸がんの原因がヒトパ

ピローマ・ウイルス（HPV）の持続感染であることは、HPV ワクチンが認可され、中・高

校生を対象にした公費接種が始まったことで周知されるようになってきましたが、まだま

だ検診受診率は低く、特に２０代女性の検診率は５％程度です。子宮頸がんは予防可能な

がんで、検診を受診していれば前がん病変、ごく初期のがんの段階で発見されるため、子

宮を残すことができ、子供を産めなくなる悲劇を防げます。 
この度、細胞検査士会では子宮の日（4 月 9 日）を中心とした子宮頸がん検診啓発活動を

全国規模で展開することになりました。つきましては当熊本県支部におきましても下記の

ように予定しており、熊本県臨床検査技師会会員の皆様にも何卒ご協力賜りますようお願

い申し上げます。街頭活動に参加可能な会員の方は下記連絡先までご連絡お願い致します。 
謹白 

記 
 
１．日  時：平成 23 年４月９日(土)、13:00～16:00 
２．場  所：上通ビプレス広場前、下通マルタ號前付近 
３．内  容：検診啓発のパンフレット、検診機関案内カードなどの配布 
４．募集人員：15 名 
５．締  切：平成 23 年 3 月 18 日(金) 

以上 
 
 

連絡先：〒862-8505 熊本市湖東１－１－６０ 
    熊本市民病院 臨床病理科 河野公成 
    TEL：096-365-1711 （内線 1245） 
    FAX：096-365-1757 
    E-mail：kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 

mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


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ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

今回は、輸血検査の結果解釈について和光純薬工業の原 邦雄先生にご講演をお願い致しました。

原先生は認定輸血検査技師でもあり、長く臨床検査の現場に携われていた経歴から様々な症例を

経験されていますので、素朴な疑問・質問に答えていただくことができます。 

検査の手技をマスターして正しい結果を出しても、結果を解釈できなければ次の行動には移れま

せん！血液型オモテウラ不一致、直接クームス陽性、交差試験全部不適合・・・ 

輸血検査結果をどのように解釈し、臨床側へどのように説明報告すべきか、困った経験はありません

か？日頃の悩みを解消する良い機会になると思いますので、是非ご参加下さい。 

 

謹白 

記 

 
日時 ： 平成 23 年 3 月 12 日（土曜日）  14：00～16：00（受付 13：30～） 

 

場所 ： 熊本赤十字血液センター3 階  

※ 注意：当日献血専用駐車場は使用できません。 

道路をはさんだ向かい側の職員駐車場をご利用下さい。 

 

内容：  『 輸血検査の結果解釈について知識を深める！ 』 
～ケーススタディを基に～ 

     

申込方法 ：  当日参加  

          



                               平成 23 年 3 月吉日 
会員各位 
 

        臨床化学・免疫・情報研究班 研修会のご案内 

 
 この度、臨床化学・免疫・情報研究班におきましては、治験コディネーターと癌患者に

ついて特に膵臓癌をテーマーに研修会を開催することになりました。 
 今回の研修会では、熊本大学医学部付属病院 消化器外科 助教の田中 洋先生をお招きし 
最新の膵癌治療についてのご講演をお願いしております。また、治験コディネーターの貴

重な経験を検査技師の立場からお話して頂きます。 
 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。 
 
 
【日  時】  平成 23 年 3 月 24 日 (木)  19:00～ 
【場  所】  熊大医学部付属病院 中央診療棟 7F  

総合臨床研修センター カンファレンス室 
【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000 円) 
 
【講 演 - 1】 『治験コーディネーターと癌患者』 
         講師：山内 露子技師 (熊大医学部付属病院 中央検査部) 
 
【講 演 -2】 『膵臓癌の病態と治療について』 
         講師：田中 洋先生  (熊大医学部付属病院 消化器外科  助教） 
 
【会場案内】 

 
 
 
【問合せ連絡先】NTT西日本九州病院 臨床検査科 今田龍市 (TEL 096-364-6000)  
                                          以上 

中央診療棟 7F 
総合臨床研修センター 

（カンファレンス室） 
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