平成２２年度

第４回理事会

日 時 ： 平成２３年２月２６日（土）15：00～17：30
場 所 ： 熊臨技事務所会議室（大窪1丁目6-3、TEL 096-324-8477）
１、開会；瀧口会長が議長として開会宣言
２、出席者確認（資格審査）；総務より出席者（委任状含む）の確認・報告
瀧口、上原、原田、松本珠、山本、坂本、
（池田）、田中、徳永英、増永、中潟、
（寺本）
、
（石橋）、山平、渡辺
作元、鬼塚東、室原、（鬼塚寛）、（松本恵）
、坂口、（矢野）
、西山、
（徳永好）、
（佐藤）、
（安原）
、伊藤、
民本、
（川端）、
（上田）、
（林） （ ）＝委任状もしくは欠席
３、会長（議長）挨拶
４、議事
＜報告事項＞
（１）会長報告；日臨技関係（技師連盟責任者会議報告2/4、地区学会要望事項、H22第２回定期総会委任状）、
九臨技関係（第45回九州学会（大分）報告、第47回九州学会（宮崎）準備状況、地区理事からの報告）
その他（新春の集い2箇所、医専連理事会H23.2.4、第４６回九州学会平成23年度から実行委員会とする）
（２）各部報告
①総務（松本）、②広報（山本）
、③組織（坂本）
、④事業（池田）、⑤渉法（田中）
⑥学術（徳永英）、⑦生涯教育（増永）
、⑧経理（中潟）
、⑨特別事業（寺本）
（３）委員会開催結果について；表彰推薦（H23.2.26 13：30～）
、女性部会（2/27）
、臨床検査標準化
（４）平成22年度第2回表彰推薦委員会開催結果について
・平成２３年度第1回総会時の熊臨技会員表彰候補者の推薦・選考について 次回理事会で承認
①学術奨励賞；森口美琴（熊本労災病院）
②会長賞；桑原智英（熊本市医師会地域医療センター）
③永年職務精励者表彰；２３名
（５）九臨技会議開催結果；H23.2.11（金・祝）14：00～16：30、福岡市出席９名
・新公益法人化への対応（日臨技、九臨技各県）→日臨技の考え；新公益法人のしばりなどの解釈が不明
瞭である。まずは一般法人化をめざす。
・九州学会関係（第 45 回終了会計報告、46（熊本）
、47（宮崎）準備状況報告）
（６）その他
①ＡＩＤＳ予防ディー（12/1）キャンペーンパンフレット配布；12/５（土） のべ 20 名
②第 4 回熊本県医療・保険・福祉連携学会開催：平成 23 年 2 月 13 日（日）崇城大学市民ホール
＜協議事項＞
（１）平成 22 年度第 2 回総会、施設連絡責任者会議、知事表彰受賞祝賀会開催（案）について
①第 2 回総会（23 年度事業計画･予算案等）；平成 23 年 3 月 5 日(土)16:30～、会場；上通同仁堂
第１号議案；平成 23 年度事業計画案について
第２号議案；平成 23 年度予算案について
第３号議案；第 43 回県学会･平成 23 年度第 1 回総会（22 年度決算総会）
（案）について
第４号議案；平成 23 年度第 2 回総会(24 年度予算総会)（案）について
第５号議案；第 44 回県学会･平成 24 年度第 1 回総会 （23 年度決算総会）
（案）について
第６号議案；第４６九州地区医学検査学会（計画案）について
第７号議案；新公益法人制度への対応について
②施設連絡責任者会議；平成 23 年 3 月 5 日(土)15:00～、会場；上通同仁堂
③受賞祝賀会； 増永純夫氏県知事表彰、上原正信氏九臨技特別表彰 3/519：00～熊本ホテルキャッスル
（２）平成22年度第2回総会対策について
①総会役員の執行部案；議長1名、資格審査・議事運営委員2名、書記2名、議事録署名人2名
②総会次第ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ(時間配分)、質問及び要望事項等
（３）第 43 回県医学検査学会･平成 23 年度第 1 回総会(23 年 4 月 24 日、荒尾市)開催計画（案）
①学会長；小田文生（人吉総合病院）
、実行委員長；春山哲男（公立多良木病院）
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）
＊学会前日(4/23 レクレーション並びに宿泊・懇親会を計画
（４）第 44 回県医学検査学会･平成 24 年度第 1 回総会(24 年 4 月～６月、熊本市および周辺地区地区)開催予定
（５）平成 22 年度第 4 回以降の理事会開催予定について
①第 5 回予定；平成 23 年 3 月 5 日(土) 13：30～、場所；同仁堂ﾎｰﾙ
（６）その他
・定款変更の際のタイムスケジュールについて（4 月総会？）
５、その他；
６、閉会
以上

平成２２年度

第５回理事会

日 時 ： 平成２３年３月５日（土）13：30～14：50
場 所 ： 熊本市上通り同仁堂４階（096-325-8131）
１、開会；瀧口会長が議長として開会宣言
２、出席者確認（資格審査）；総務より出席者（委任状含む）の確認・報告
瀧口、上原、原田、松本珠、山本、坂本、池田、田中、徳永英、増永、中潟、寺本、石橋、山平、渡辺
作元、鬼塚東、室原、鬼塚寛、（松本恵）、坂口、矢野、西山、徳永好、佐藤、安原、伊藤、
（民本）、川端、上田、林 （ ）＝委任状もしくは欠席
３、会長（議長）挨拶
４、議事
＜報告事項＞
（１）会長報告；日臨技関係（一般法人へむけての定款変更提出3/26 全国を７つの支部に分割案）
、
（２）各部報告
①総務（松本）、②広報（山本）；会員名簿発行時期について、③組織（坂本）、④事業（池田）；日臨技精
度管理認証施設について、⑤渉法（田中）⑥学術（徳永英）、⑦生涯教育（増永）
、⑧経理（中潟）
、⑨特
別事業（寺本）
（３）委員会開催結果（臨床検査標準化、女性部会）
（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 熊本保健科学大学準備状況報告
（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
（５）その他
熊臨技組織図提示（九州学会へむけ、各位の協力をお願い）
＜協議事項＞
（１）平成 23 年度第 1 回総会について
①第 1 回総会（22 年事業報告、決算報告）；平成 23 年 4 月 24 日(日)11：00～12：00、会場；荒尾市総合
文化センター
①総会役員の執行部案；議長1名、資格審査・議事運営委員2名、書記2名、議事録署名人2名
②総会次第ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ (時間配分)、質問及び要望事項等
第１号議案；平成 22 年度事業報告について
第２号議案；平成 22 年度委員会報告
第３号議案；平成 22 年度会計報告
第４号議案；新公益法人見直しに伴う熊臨技の対等について
②施設連絡責任者会議；平成 23 年 3 月 5 日(土)15:00～、会場；上通同仁堂 出席２６名
③受賞祝賀会； 増永純夫氏県知事表彰、上原正信氏九臨技特別表彰 3/519：00～熊本ホテルキャッスル
（２）施設連絡責任者会議；平成23年3月5日(土)15:00～、会場；上通同仁堂 出席
①第 43 回県学会･平成 23 年度第 1 回総会（22 年度決算総会）案について
②第 44 回県学会･平成 24 年度第 1 回総会 （23 年度決算総会）（案）について
③第 46 回九州地区医学検査学会（計画案）について
（３）平成 23 年度第１回総会時の熊臨技会員表彰の承認について
①学術奨励賞；森口美琴（熊本労災病院）
②会長賞；桑原智英（熊本市医師会地域医療センター）
③永年職務精励者表彰；２３名
（４）平成 23 年度第１回理事会開催予定について 平成 23 年６月中～下旬、あじさいセミナー時に同時開催
（５）その他
・平成 23 年度第１回九臨技開催予定 H23.6.18（土）14：00～福岡市
・平成 23 年熊本シティ FM 放送出演予定 水曜 14：00～15 分 （H23.6/22,6/29,7/20 予定）
５、その他
６、閉会

以上

平成２２年度 第 11 回常務理事会
平成２３年３月８日（火）21：00 ～
熊本保健科学大学（熊本市和泉町 325）
瀧口、上原、原田、松本、池田、徳永、坂本、田中、増永、中潟、寺本
山本

日 時 ：
場 所 ：
出席者 ：
欠席者 ：
＜報告事項＞
１、会長報告
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、３月号ニュース版発送
・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）
、
・事業（池田）
；臨床検査講習会（3/15）
・学術（徳永）
；学術委員会・班長会議、県学会への支援、機関誌くまもと学術雑誌への移行について
・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→県に２～３度電話で相談。
モデル定款と諸規則を完備して提出したほうがいいのでは？
３、平成 22 年度第４回（2/26）
・第５回（3/5）理事会開催結果について
＊第４回（会場出席 21 名、委任状８名、欠席２名）第５回（会場 29 名、委任状２名、欠席 0 名）
４、平成 22 年度第２回総会、施設連絡責任者会議、知事表彰祝賀会開催結果について
（１）施設連絡責任者会；平成 23 年 3 月 5 日（土）15：00～同仁堂ホール 参加 26 施設
（２）第 2 回総会（平成 23 年度事業計画・予算案）
：3 月 5 日 16：30～
＊総会役員：議長 松本成樹技師（ＮＴＴ西日本九州病院）
＊資格審査・議事運営：黒木由紀子技師（日赤健管センター）
、松永まり子技師（熊本回生会病院）
＊書記（ノート）
：園田菜穂子技師（沢田内科医院）
、松嶋和美技師（熊本保健科学大）
＊議事録署名人：中川敬一技師（熊本中央病院）
、工藤圭子技師（熊本市医師会）
正会員９２６名（会場出席 43 名、委任状 582 名）合計出席 625 名（過半数 464 名以上の出席）
（３）受賞祝賀会；平成 23 年 3 月 5 日（土）19：00～ ホテルキャッスル（医事功労者、九臨技特別表彰）
＊知事表彰受賞者；増永純夫氏（熊本中央病院）
、九臨技特別表彰：上原正信氏（熊本市医師会）
５、その他
（１）熊本シティエフエム；水曜１４：００～
（２）平成 22 年度版より、機関誌くまもとの名称変更→学術誌として「くまもと医学検査」へ改称
（３）技師会会費の日臨技一括納入；進行状況について（熊臨技に振り込んだ人の手続き）
＜協議事項＞
１、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）平成２３年度第１回総会(22 年度決算総会)２２年度事業活動・決算報告等
総会役員案 ＊ 議長 1、資格審査・議事運営委員 2、書記（ノート）2、議事録署名人 2
２、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～6 月)、担当；熊本市および周辺地区
（２）学会長；未定、実行委員長；未定
＊場所は熊本保健科学大学を予定。また、４月２０日前後の開催ではなく、５月～６月案を検討。学会長・
実行委員長は周辺地区からも候補者をつのる
３、平成２３年度第１回理事会について
＊第４４回医学検査学会開催時
５、その他

以上

第 46 回九州医学検査学会 実行委員会 第３回 議事録
日時：平成 23 年 3 月８日（火）１８：３０～２０：３０
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、増永、徳永英、
（室原）
、島本、亀山、
（外園）
、福吉、
（染谷）
、今田、
山崎、大隈、岩山、寺本、鬼塚、池田、
（山本）
、坂本、坂口、田中、西山、山口、
（黒
川）
、田上、中潟、徳永好、園田、松本珠、作元、
（松本恵）
欠 席：
（
）で表示
１．報告・事項
１）学術部（別紙資料）
・Ａ、Ｂ、Ｃ案（Ａ，Ｂは日臨技研修会を独立させる）Ｃ案は７会場に増やす
・会場を増やすのは、スタッフ的に無理が生じたり、１会場での参加人数が分散するので、６会
場案でいく。会場が足りないので、日臨技研修会時にも同時に一般演題を入れ、できるだけ６
会場で完了するよう計画する。
２）タイムスケジュール
・増永事務局長 提示（別紙資料）
。
・総務；座長依頼は演題タイトルが決まって各県に依頼。６月に依頼状発送
・学術；座長依頼は早めに行う（抄録締め切りを待たずにある程度各県に依頼）
・その他；ゴルフ（チサンカントリーでほぼ決定。九臨技会議開始午後３時を目指す）
・賛助会員挨拶→九臨技の賛助会員に対し、４月以降出向く。正晃さんに案内？渉外で日程を
詰める
３）渉外
・抄録印刷は業者見積もり（光陽印刷、啓文社）今回、安いのは啓文社。しかしページ数、紙質
をそろえて再見積もりを行ったうえで安い方に決定→渉外に一任。
４）展示
・学内で足りない備品を確認して再見積もり。
・駐車場；学内で５００台駐車可能。フードパルの駐車を借りる必要性があるかも。１０月１日
２日はフードパルの催しものがあるかも。そのあたりの調整必要。
５）経理
・シャトルバス・・・産交のべ１０台仮予約完了。午前中４台（交通センター２台、駅２台 こ
れは融通可能） 懇親会６台 １台あたり５万くらい？（利用の仕方によって違う）→施設、
会計でさらに打ち合わせ
・予算案提示
６）広報
・ポスター提示 原寸大（Ａ２）＊演者の名前（科捜研内村氏の肩書？）武田早雲氏の直筆の「ふ
れあい」を書いてもらい、ポスターもしくは抄録に使う
７）特別企画
・会長提案；九州地区の女性部会の意見交換会（会場をどこにするか？スケジュールをどこに入
れるか？）→ ランチョンセミナーのときに女性部会のランチョンを行う。
８）温故知新のフレーズがどこにも活きていないが？→ メーカーに昔の写真などを依頼する？
・そういうコーナーをつくる。担当者； 未定
９）学会式典のスペース、時間について
・ホテル日航にて実施も検討。
（日航は１５分～２０分あれば、同一会場でセッティング可能との
返答あり）
次回日程
・日程４月１２日（火）18：30～ 準備会議
20：30～21：00 常務理事会
記録：松本

第４３回熊本県医学検査学会

宿泊・懇親会に参加される皆様へ

懇親会及び宿泊の案内です。
お断り 熊本県臨床検査技師会より宿泊の予約受付を、行っておりましたが亀の井ホテルの
諸事情により 3 月 28 日で受付終了とさせていただきました。
それ以降、会員の皆様のなかで宿泊を御希望される方は、各個人で亀の井ホテルに
申し込みをされるようお願いいたします。
なお懇親会の参加受付は 4 月２０日までおこなっております。皆様の参加をお待ち
しております。

懇親会開始日時 ４月 23 日（土） 18：30 より
会場

ホテル ﾆｭ‐まるよし

TEL 0968 62‐0957 荒尾市万田宮の後 953

（亀の井ホテルより徒歩 5 分）
駐車場（無料）は 35 台まで駐車可能です。亀の井ホテルの駐車場

121 台

完備（無料）も使用できます。

会費

6000 円

宿泊

亀の井ホテル熊本荒尾

当日会場受付にてお支払いください。
TEL 0968 65-3301 荒尾市万田 958

チェックインは１５時からです。
駐車場は 121 台完備（無料）を使用できます

料金

4800 円（朝食付）ホテル入室前に、フロントにて各個人で支払って頂きます。

ｱｸｾｽ

下の地図を参照ください。

問い合わせ先

荒尾市民病院
検査室

永瀬

技師会会員

各位

一般研究班特別講演会のお知らせ

拝啓 早春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、日臨技が発刊しております「尿沈渣検査法 2000」（通称、イエローブック）が 11 年分ぶり
に全面改定し，今春，「尿沈渣検査法 2010・JCCLS GP1－P4」として発行されることが決定い
たしました（日臨技理事会議事概要記録）。
今回の改定では、皆様が苦手にしている変形赤血球の鑑別についても詳細に記載させているとの
事です。
そのため下記の日程で、今回の改定に関われた東京大学附属病院の宿谷賢一技師をお迎えして、
今回の改定のポイントについて御講演頂き、尿沈渣鑑別のレベルアップを図りたいと思います。
皆様の多数の御参加をお待ちしております。

日

時；４月９日（土）午後１時 20 分より

場

所；熊本保健科学大学

内

Ｌ１講義室

容；
13：30～
「全自動尿分析装置 US-3100Rplus の
カラーＣＣＤセンサによる画像解析システムの有用性」
栄研化学株式会社
市場対策室学術一部 鈴木正隆氏
14：10～
「尿沈渣検査法 JCCLS GP1－P4 のすべて」
東京大学医学部附属病院検査部第三部門
副臨床検査技師長 宿谷賢一技師

問い合わせ先；熊本保健科学大学
衛生技術学科 合同教員室
Email
Tel

亀山広喜

hirokame@kumamoto-hsu.ac.jp
096-275-2268

主催

一般研究班

共催

栄研化学株式会社

会員各位

画像生理研究班講習会のご案内
謹啓
立春の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、画像生理研究班では、透析シャントエコーの講習会を下記の要領で開
催致します。透析シャントエコーの診かた、考え方を実際の症例を踏まえなが
ら講演いただく予定です。
ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、御出席賜りますようご案
内申し上げます。
謹白

記
日時：平成２３年４月２８日
場所：熊本中央病院

（木）

１９：３０～

大講堂

講演：「バスキュラーアクセスエコー入門～透析シャント
エコーについて」
講師：済生会熊本病院

中央検査部

早川

裕里技師

【問い合わせ先】
熊本中央病院
岩山義雄
Tel：096-370-3111
内線 2504

平成 23 年 3 月 18 日

会員

各位
社）熊本県臨床検査技師会
微生物・公衆衛生研究班
大隈 雅紀

微生物講演会（宮本氏、中川氏

退職記念講演会）

拝啓 早春の候、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。
この度、宮本典昭氏（荒尾市民病院）中川敬一氏（熊本中央病院）が 3 月を以って定年を迎え
られました。お二人は長年に渡り微生物研究班班員としてご活躍され、後身のご指導していただ
きました。つきましては、お二人の退職を記念し下記の通り講演会を開催いたします。ご多忙の
折とは存じますが、皆様の多数の参加をお願いいたします。

敬具

記
日

時：平成 23 年 5 月 14 日（土）

14:00～

（受付 13：30～）

場

所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階 第 3 講義室

◎プログラム
1．トピックス（14：00～14：50）
① 「NHCAP におけるカルバペネム薬の位置づけ」

大日本住友製薬株式会社

② 「LAMP 法を用いた新しい遺伝子検査」

栄研化学

③

細菌性敗血症及び深在性真菌症のマーカーについて
− PCT（プロカルシトニン）、β-グルカンのご紹介

和光純薬

2．教育講演（15：00～15：50）
①『健康成人に発症した Helicobacter cinaedi 菌血症の一例』 熊本労災病院 森口 美琴
②『教育効果のある臨地実習計画の立て方』

熊本大学病院 大隈 雅紀

3．退職記念講演（16：00～17：00）
宮本氏、中川氏
以上
※ 講演会終了後、お二人を囲み祝賀会を開催いたします。参加ご希望の方は 5 月 6 日（金）
迄に下記までご連絡ください。
連絡先：熊本大学医学部附属病院 中央検査部 大隈雅紀
TEL：096-373-5696、mail：masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp

②熊本大学医学部附属病院
（医学教育図書棟）

（正面玄関）

平成 23 年 4 月吉日

会員各位

臨床化学・免疫・情報研究班 研修会の

延期のお知らせとお詫びについて

去る、3 月 24 日(木)に予定していました研修会はこの度の東日本大震災にお
きまして、当研修会の講師であります田中先生の被災地派遣により延期するこ
とになりましたが、現在でも被災地での救命活動は続けられていると聞いてい
ます。
開催日の前々日の緊急連絡で、不手際が多々ございまして会員のみなさまに
は大変ご迷惑おかけしましたことにお詫び申し上げます。どうかご理解のほど
宜しくお願いいたします。

尚、開催時期につきましては追って案内申し上げます。

臨床化学・免疫・情報研究班 班長
問い合わせ先

今田 龍市

096-364-6000

会員各位
社団法人熊本県臨床検査技師会
会長

（社）熊本県臨床検査技師会

表彰

瀧口

巌

各賞受賞者のご紹介

当会では毎年県学会時に開催する定期総会において熊臨技表彰を行っております。
２１年度は下記の方々が表彰されることになりました。
各賞の推薦理由等は平成２３年度第一回定期総会においてご紹介いたします。受賞さ
れました方々には心よりお祝いを申し上げます。また、当会に対するご協力に対しても
感謝申し上げます。
今後とも引き続きご活躍されますことをお祈り致します。
記
１．学術奨励賞
森口

美琴

氏（熊本労災病院）

智英

氏（熊本市医師会地域医療センター）

２．会長賞
桑原

３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略）

氏 名
堀澤 百合子
桑野 英子
久保田 佳子
中潟 順子
平江 幸裕
原田 精一
由解 公子
楢原 真二
田中 光
松永 まり子
谷山 陽子
宮本 千鶴
佐藤 泰彦
請地 芳生
吉岡 尚美
大岩 尚子
緒方 由紀子
西田 吉一
竹田 仁美
嶋田 修三
下吹越 明美
桑原 敦子
嶋田 かをる

施 設 名
荒尾市民病院
公立玉名中央病院
株式会社 エスアールエル熊本ラボラトリー
医療法人回生会リハビリテーションセンター熊本回生会病院
健康保険八代総合病院
城南病院
社会福祉法人恩賜財団済生会みすみ病院
熊本保健科学大学 衛生技術学科
医療法人朝日野会朝日野総合病院
医療法人回生会リハビリテーションセンター熊本回生会病院
医療法人社団福本会 福本病院
公立菊池養生園診療所
労働福祉事業団 熊本労災病院
公立玉名中央病院
熊本市医師会検査センター
山鹿中央病院
医療法人室原会 菊南病院
公立玉名中央病院
荒尾市民病院
熊本市立熊本市民病院
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院
医療法人回生会リハビリテーションセンター熊本回生会病院
熊本保健科学大学 衛生技術学科

熊臨技「生涯教育研究過程プログラム」

平成23年4月～7月
4月9日 熊本市 一般検査研究班研修会

検体検査

専門

20

4月24日 荒尾市 第43回熊本県医学検査学会

学会関係

専門

20

4月24日 荒尾市 平成23年度第1回定期総会
血液検査研究班研修会（自動血球計数装置のデータを読み解
4月26日 熊本市
く）
4月28日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会
画像生理研究班（バスキュラーアクセスエコー入門 ・透析
4月28日 熊本市
シャントエコーについて ）
5月14日 熊本市 微生物・公衆衛生研究班（宮本氏、中川氏退職記念講演会）
5月23日 熊本市 血液検査研究班研修会（末梢血・骨髄像の見方）

組織活動
検体検査
検体検査

基礎
専門
専門

20
20
20

生体検査

専門

20

検体検査
検体検査

専門
専門

20
20

5月26日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（症例検討会）

検体検査

専門

20

5月27日 熊本市 機能・神経生理研究班（心電図の基礎

生体検査

専門

20

未定 熊本市 一般検査研究班研修会

検体検査

専門

20

未定 熊本市 輸血検査 講演会

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

6月23日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（技術講習会）

検体検査

専門

20

6月28日 熊本市 血液検査研究班研修会（凝固検査）

検体検査

専門

20

未定 熊本市 画像生理研究班（心臓エコー基礎 ）

生体検査

専門

20

未定 熊本市 一般検査研究班研修会

検体検査

専門

20

未定 熊本市 輸血検査 実技講習会（初中級）

検体検査

専門

20

未定 天草市 第2回天草地区研修会（公衆衛生）

検体検査

専門

20

未定 熊本市 第13回熊本県臨床検査値標準化研修会

検体検査

専門

20

技師会活動

基礎

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

未定 天草市 第3回天草地区研修会（遺伝子）

検体検査

専門

20

未定 熊本市 平成23年度

検体検査

専門

20

～虚血編～）

未定 合志市 熊本市周辺地区研修会
未定 天草市 第1回天草地区研修会（生化学）

未定 熊本市 あじさいセミナー
7月26日 熊本市 血液検査研究班研修会（形態研究会）
未定 熊本市 一般検査研究班研修会
未定 合志市 熊本市周辺地区研修会
未定 玉名市 城北地区研修会
学術部講演会

＊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。

