
平成２３年度 第２回常務理事会 
※前月（4月13日）記録を平成22年度第12回から、平成23年度第１回へ訂正します 
 日 時 ： 平成２３年５月１０日（火）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、坂本、田中、池田、徳永、増永、中潟、寺本 欠席者 ： なし 

 ＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技および他団体との連絡事項（研修会情報）肥後医育振興会から連絡、熊本市健康フェステ

ィバルについて（瀧口、田中、鬼塚） 
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、ニュース版発行のラベルについて 
・組織（坂本）；レクリエーション開催計画（県学会ゴルフ）    
・渉法（田中）；平成２２年度賛助会員44社、平成23年度は現在28社、健康フェスは６月から動く 

 ・事業（池田）；平成23年度精度管理準備。県医師会会議5/30。標準化委員会4月から開始。ソフトウェア始動。    
・学術（徳永）；くまもと医学検査発行。来年度にむけて県学会から座長推薦をつのっている。現在、5演題あり。

第４回学術部講演会7月頭～中旬に開催予定。 
・生涯教育（増永）；あじさいセミナー6月25日実施。    
・経理（中潟）；県学会での義捐金報告。支出伺、出納長書式統一予定。総括表をニュース版、ホームページに掲

載予定。平成23年度前渡金。 
・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について→ 県に一応案を渡している。細則の調整を進めていきたい。 
３、第43回熊本県医学検査学会・総会開催結果について（平成23年4月24日（日）、荒尾市総合文化センター 
＊学会前日（4月23日ﾚｸﾘ。ゴルフ16 名、万田こう散策5名、懇親会86名） 
＊学会参加者：234名（正会員210名、賛助会員18名、その他６名） 
＊総会出席者；657名（正会員164名、委任状493名）会員総数932名（平成23年3月31日現在） 
  正会員総数の過半数（４６７名）以上の出席により総会成立。 
＊総会役員    議長：山本恭朋技師（玉名地域保健医療センター） 
  資格審査・議事運営委員： 桑原敦子技師（熊本回生会）、大町佳子技師（日赤健管） 

書記（ノート）：岡本佳那子技師（日赤熊本）、林秀幸技師（熊本医療センター） 
議事録署名人：工藤康太技師（熊本中央）、上田逸子技師（益城クリニック） 

４、第46回九州学会（熊本市）一般演題申込4月25日現在100題。5月13日まで延長、抄録締め切り5/ 31 
５、その他；日臨技第1回総会出席：5月14日瀧口会長、原田副会長出席。 
＜協議事項＞ 
１、平成23年度事業計画・活動日程・予算案などについて 

  （１）県学会､研修会；第44回熊本市､第45回城南地区･研究班研修会､セミナー 
  （２）会議、委員会；理事会･常務理事会､表彰推薦､役員推薦､学術､編集､生涯教育､標準化､女性部 
  （３）レクリェーション、スポーツ；サマーキャンプ、バスハイク、ボーリング大会 
  （４）公益事業､広報活動；健康展､ﾊﾟｰﾙﾏﾗｿﾝ健康測定、熊臨技ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの継続 
  （５）その他（九州学会など） 
 ２、2011あじさい(平成23年新人教育)セミナー開催計画（案）について 
  （１）日時案；平成23年6月25日 (土)14：00～18:30、場所；同仁堂ﾎｰﾙ、センターボウル 
  （２）内容；接遇、認定技師など､技師会活動､ｴﾝｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ (ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ？)､懇親会 
３、平成23年度第2回総会(23年度予算総会)、講演会、知事表彰受賞祝賀会について 

  （１）第2回総会（24年度事業計画･予算案等）、日程案；24年2月～３月の土曜、会場案；未定 
  （２）講演会（内容未定）、受賞祝賀会（知事表彰受賞者、日程未定・会場未定） 
４、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月から6月の日曜、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） 

５、平成23年度第1回理事会開催予定について 
  （１）日時；平成23年6月25日(土;あじさいｾﾐﾅｰ時)、場所；同仁堂ﾎｰﾙ 
  （２）内容；各部事業案・予算執行案、研修会案、討論会、その他 
６、その他 

  （１）熊本市シティＦＭ水曜14：00～１５分間。6月22日、29日、7月21日、子宮けいがんワクチンシリーズ

は初めの２回分のみ。7月は大隈技師？ 
  （２）厚生労働大臣表彰 → 各県1名推薦し、県庁へ相談。     以上 



第 46回九州医学検査学会 実行委員会＜第５回＞記録 
 
日時：平成 23年 5月 10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、（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、藤崎、松本恵 
欠 席：（  ）で表示  
 
１．報告・検討事項 
・増永事務局長 タイムスケジュール提示（別紙１）。 

総務→ まだ、特別講演、来賓依頼提出していない。１８：３０式典開始、１９：００懇親会

開始。テーブル案は広げた形で実施。（別紙２） 
  学術→ Ｂ案（別紙３裏表あり）第６会場Ｌ１とする。（輸血が２００名入る場所が必要のため） 
   演題数は１１９演題。日曜午前に第４会場まで一般演題の発表会場とする。開始は日曜も９ 

時から開始。 
    展示→ 熊臨技賛助会員 44 社配布。臨薬協にも配布２０社２８コマ申込。トラック 1 台（お

オーソクリニカルダイアグノスティックス）、シスメックス 1 台（口頭で申込）大分県では

トラックも１コマと数えた。メーカーのコマ配置で要望がでているところもある 
渉外→ ポスター印刷会社決定（別紙４）。広告４社、ランチョンセミナー３社申込あり。ラン

チョン、抽選にすると講師に頼む時に困る。頼みづらいという会社あり。 
施設→ イベント会社見積もり遅れている。シャトルバス仮予約なので、契約する必要がある。

駐車場、フードパル内に駐車場確保。 
広報→ ポスター出来上がる予定。5月 16日発送可能。各県で 1500部送付。プラス 100部印

刷。Ａ２をＡ４に折ることもできる。その際は５円かかる。 
ポロシャツ 1枚１５００円（見積もり）。Ｔシャツ 800～1300円（見積もり）。ポロシャツ

の方向で。デザインは広報部に任せる。 
女性部会（別紙５）→ 場所がＭ４よりレストランがいいのでは？コーヒーコーナーはレスト

ランで。 
       ＜その他＞ 
       ・賛助会員への挨拶（福岡）は？ まだ実施していない。 ある程度申込が終わってから行く？ 
       ・メーカーについて前回の九州学会（大分県）では、一括して送ってもらった。（趣意書、予算案、

前回の予算案、ランチョン、広告、展示などがワンセットで資料送付あり）→大分の状況をし

らべて再度送付する。 
       ・救急搬送依頼 → 熊本機能病院で承諾依頼。事務局から依頼文をだす。 
       ・昔の備品。多くのメーカーがパネルを持っている。展示のデザインを決めておく必要がある。 
        提出量を把握する必要がある。 
       ・施設協賛金 → 5月中に発送。一口１万。 
 

次回日程 
・日程６月７日（火）18：30～ 準備会議        20：30～22：00常務理事会 

記録：松本 
 
 



 
社）熊本県臨床検査技師会 

会 長 瀧口 巌 
  経理部 中潟 順子 

東北大震災義援金のお礼とご報告 
 
 3 月 11 日の東北大震災から 2 カ月余りが経ちましたが、復興にはまだまだお金と

時間がかかるようです。 
 日本臨床衛生検査技師会から各県に義援金の要請があり、熊本県臨床検査技師会

では県学会総会において、会長より特別会計から 10 万円を寄付する提案が出され、

承認されました。 
また、4 月 24 日県学会当日は義援金箱を設置しましたところ、皆様のご協力を

頂き誠にありがとうございました。 
 5 月 23 日 日本臨床衛生検査技師会へ熊本県臨床検査技師会義援金として

154,143 円送付しましたことをご報告申し上げます。 
 
 
 

（内 訳） 
特別会計より          100,000 円 
学会当日義援金箱より     ※54,143 円  
        合計       154,143 円 

 
※ 文化講演をして頂いた清水良郎様（荒尾市役所）からも講演料全額を義援金と

して頂きました。 
 
 

 

ご協力 
ありがとう 

ございました！ 



（社）熊本県臨床検査技師会 

会    長 瀧口 巌 

生涯教育部長 増永 純夫 

 

 

「あじさいセミナー２０１１のご案内 （二次） 
 

 

謹啓、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、熊本県臨床検査技師会ではあじさいセミナーを下記の通り開催致します。 

このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く 6月に開催しています。 

講演後はボウリング大会や懇親会も予定しております。 

つきましては、新入会員、新卒・入会予定技師の方ばかりでなく、一般会員の皆様の多数の 

参加をお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

 

記 

 

開催日 ：平成２３年６月２５日(土) １３：３０～１７：００ 

 

会 場 ：同仁堂ホール スタジオライフ 

 

内 容 ： 

１３：３０ 受付 

１４：００ オリエンテーション 

１４：１０ 接遇と医療安全 

西山 明美（あきた病院） 

１５：１０ 休憩 

１５：２０ 検査技師と認定制度・学位取得 

松本 珠美（熊本保健科学大学） 

１５：５０ 技師会組織活動の紹介 

        上原 正信（熊本市医師会検査センター） 

１６：２０ 休憩 

１６：３０ 研究班・常務理事紹介                 

     １７：００ 移動 

     １７：３０ ボウリング大会 大劇ボウル 

     １９：１０ 懇親会  ひゃくしょう茶屋（096-322-8423） 

 

受講料 ：１０００円（ボウリング代含む） 

 

懇親会 ：１０００円（前年度新入会員、新卒・入会予定者） 

     ４０００円（一般会員・ボウリング代含む） 

 

申込締切：平成２３年６月１７日(金) 

 

申込方法：氏名、勤務先、連絡先（ＴＥＬ）、セミナー受講の有無、ボウリング参加の有無 

     懇親会参加の有無を明記の上、郵送または Faxにて下記までお送りください。 

 

 

申込先 ：〒８６２－０９６５ 熊本市田井島１－５－１ 

               熊本中央病院 検査科 

               増永 純夫 電話 096-370-3111 ＦＡＸ096-370-4028 

 

 

担 当 ：(社)熊本県臨床検査技師会（生涯教育委員会） 



事 務 連 絡 
平成 23 年 5 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 23 年度 第 1 回熊本県糖尿病療養指導研修会について（ご案内） 

 
初夏の候、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 23 年度第 1 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 6月 26日（日） 

２．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  ☎096-385-1010 

 

３．日  程  受 付 12時 30分～13時  研 修 13時～16時 25分 

         

４．研修内容  別紙、プログラムのとおり。 

５．そ の 他    駐車場は使用できませんので公共交通機関のご利用をお願いします。 

 

６．注 意 点 

     1)本研修は、半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＞ １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 250円〔会費納入の場合に限る〕 

非会員 1,000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 23年度 第 1回熊本県糖尿病療養指導研修会・総会 

テーマ：「カンバセーションマップを理解する」 

 
 

○ 開催期日 平成 23年 6月 26日（日） 
 
○ 開催場所 熊本市青年会館  

（熊本市総合体育館 2 階）熊本市出水 2-7-1 ☎096－385-1010 

      注) 駐車場は使用できませんので公共交通機関のご利用をお願いいたします 

 
○ 参 加 費  本会員  250 円〔会費納入者の場合に限る〕 
       非会員 1,000 円 
 
○ 認定内容 ２群（糖尿病療養指導）１単位を認定 

 

受  付 （12時 30分～13時）     

 開会の辞 （13時 00分～13時 15分） 

 

 

  《研 修》（ 13時 05分～16時 15分）途中 10分休憩 （実質研修時間 3時間） 

 

     研修 1  「カンバセーションマップの紹介」 

     

研修 2  「カンバセーションマップを用いた演習」 

 

 

連絡事項 （16時 15分～16時 20分） 

閉会の辞 （16時 20分～16時 25分）  

 

 

総  会  （16時 25分～16時 45分） 

 

平成 23 年度 総会  

第 1号議案 平成 22年度事業報告及び決算報告並びに監査報告 

         第 2号議案  平成 23年度事業計画（案）及び予算（案） 

 



  

 平成 23 年度 第 1 回熊本県糖尿病療養指導研修会・総会 

《平成 23 年 6 月 26 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（          ）〕 

 

 

※ 準備の都合上、6月 17日（金）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。〕 

 
●会員の方で出席できない場合は、必ず下記枠内の委任状（この様式）を提出ください。〔FAX 可〕 

 

宇賀岳病院 野村千津子 行き 

委 任 状 

本会員で総会に出席できない人は、本枠内に委任状として記名、捺印をお願いします。 

 出席できないので          に委任します。 
 

施設名                   氏名         ㊞ 

《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 
  
 
 



会員各位 

 

輸血検査実技講習会（初級・認定ｺｰｽ）のご案内 

 

例年実施しております実技講習会を下記の内容で開催致します。今回は、輸血検査

の初級者コースと輸血認定コースを計画しております。 
日頃の疑問点など気軽に聞ける良い機会です。皆様の参加をお待ちしております。 

記 

日時：平成 23 年 7 月 3 日（日曜日）  9：00～16：00（受付 8：30～） 

場所：保健科学大学   

内容：講演 「輸血検査の基礎と注意点」 

    ●初級者コース実習  25 名 

  ABO、Rh 式血液型、不規則抗体スクリーニング、交差適合試験 （試験管法、カード法）    

          ※ 検査の手順、凝集の見方、結果の記載方法などの基本手技 

●輸血認定コース実習  5 名 

  ＡＢＯ、Ｒｈ式血液型、不規則抗体スクリーニング、直接クームス試験、解離試験、抗体同定      

※ 検査結果～臨床への結果報告、血液製剤の選択 

 

参加費：3,000 円 

申込方法：下の申込書にてE-mailもしくはFAXでお申込みください。 受付け後、折り返し連絡します。            

申し込み先：熊本大学医学部附属病院輸血部・細胞治療部 福吉葉子 

    ＴＥＬ/ＦＡＸ 096-373-5685  Mail adress  youko-fukuyoshi@fc.kuh.kumamo-u.ac.jp 

 

※試薬等の都合で先着 30 名（総数）で締め切らせていただきます。早めにお申し込み下さい。 

 

  締め切り日      6 月 17 日（金）  

 

当日は白衣、タイマー、筆記用具（マジックも）を持参して下さい。お弁当の注文は受付けます。 

輸血検査研修会参加申込書 

実習希望 （   ）初級コース        （   ）輸血認定コース 

受講者氏名（フリガナ）                 

会員番号 会員番号（            ） 

勤務先  

連絡先電話番号  

昼食（600 円程度：当日徴収）       （   ）希望する                                （   ）希望しない 

 



画像生理研究班勉強会のお知らせ 

 

会員各位 

 

謹啓 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。 
今回、画像生理研究班では超音波勉強会（心臓基礎）を開催する運びとなりまし

た。近年、超音波医学の進歩は著しいものがあり、その特殊性・有用性に対応出

来る豊富な知識と高度な技術が求められています。今回、画像生理研究班では新

人技師の方や心エコーを始められた方を対象に勉強会を企画致しました。少しで

も皆さんのレベルアップにつながればと考えております。また現在も心エコーに

携わっている方でも知識の整理や確認といった意味でも参加されてはいかがで

しょうか。 
ご多忙の時期と思いますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようご

案内申し上げます。 
 謹白 

 

 

日 時：２０１１年 ７月２２日（金） 午後７：００～ 

場 所：熊本中央病院 大講堂 

講 師：熊本中央病院 検査科 吉田 知比呂（演題：心エコーの基礎） 

 

 

参加費：技師会会員 無料 

非 会 員 3000円 

 

お問い合わせ先：画像生理研究班 

熊本中央病院 検査科 岩山義雄 

ＴＥＬ０９６－３７０－３１１１（内線２５０４） 



班名 班長 班長所属 班長E-mail 副班長 会計担当者

病理・細胞診検査 島本　浩二 熊本市民病院 shimamoto.koji@cityhosp-kumamoto.jp 熊本中央病院
立山　敏広

熊大病理
田上　さやか

一般検査 外園　宗徳 熊本医療センター kensa@kumamoto2.hosp.go.jp 保健科学大学
亀山　広喜

あきた病院
西山　明美

輸血検査 福吉  葉子
熊本大学医学部
附属病院

youko-fukuyoshi@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp 熊本市地域医療ｾﾝﾀｰ
山崎　浩二

熊大病院
原田　美保

血液検査 染矢　賢俊 熊本医療センター kensa@kumamoto2.hosp.go.jp 熊本南病院
安田　正代

済生会病院
八尋　真希子

化学・免疫・情報管理 今田　龍市 NTT西日本九州病院 r-imada@hosp.kumamoto.west.ntt.co.jp 西村　仁志（熊大病院）
野中　裕直（山鹿市立）

陣内病院
井島　廣子

機能・神経生理検査 山崎　卓 熊本赤十字病院 yamasakikrc@yahoo.co.jp 日赤健康管理センター
大町　佳子

熊本赤十字病
院　岡本　佳那
子

微生物・公衆衛生 大隈  雅紀
熊本大学医学部
附属病院

masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp 天草地域医療
磯崎　将博

熊大病院
山本　景一

画像生理検査 岩山　義雄 熊本中央病院 kensa@kumacyu.gr.jp 済生会熊本病院
浪崎　秀洋

熊本中央病院
吉田知比呂

        平成23年度熊臨技研究班長　副班長　会計担当者一覧

mailto:youko-fukuyoshi@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp
mailto:kensa@kumamoto2.hosp.go.jp
mailto:yamasakikrc@yahoo.co.jp
mailto:masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp


平成23年7月～8月

 7月  3日 熊本市 輸血検査 実技講習会（初級・認定） 検体検査 専門 20

7月26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 一般検査研究班研修会 検体検査 専門 20

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

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　学術部講演会 検体検査 専門 20

8月

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会（九州ロット勉強会 検体検査 専門 20

未定 熊本市 機能・神経生理研究班研修会（神経伝導検査） 生体検査 専門 20

未定 天草市 第4回天草地区研修会（一般・細胞） 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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