平成２３年度 第５回常務理事会
日 時 ： 平成２３年８月９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、坂本、田中、池田、増永、中潟、寺本
欠 席 ： 徳永
＜報告事項＞
１、会長報告；がん啓発事業の申請、認定更新指定研修会について、感染症対策における危機管理に関する研修会
について（9 月 10 日→ニュース版に間に合わないのでホームページに掲載）、9 月 11 日地区会長
会議が都道府県会長会議に変更 、九臨技会議（9 月 30 日；会議、懇親会、2 次会などの場所や人
数把握）対応、登録衛生検査所の精度管理用検体の提供依頼について(池田理事)、日臨技の賠償責
任保険について(会員に中身を周知する方法)、医専連パールラインに変わるもの。
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、九臨技関係
・広報（山本）；ニュース版の発行･発送、平成 23 年会員名簿の発行等準備中(もう少しかかる)
・組織（坂本）；レクリエーション開催計画（県学会へ向けて）、7 月 19 日医専連学会会議あり。
・渉法（田中）； 賛助会員状況（7 月末 44 社）、乳がん、微生物、細胞のブースを奥に、という案あり
・事業（池田）；今年度精度管理事業(実施 10 月末)、
・学術（徳永）； 学術委員会、班長会議など、11 月 5 日学術講演会
・生涯教育（増永）；渉外教育研修会などの案内・評価について、開催状況の日臨技への報告
・経理（中潟）； 平成 24 年度から会計報告形式の変更。
・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について、定款案検討中。
３、表彰推薦委員会開催予定について：原田副会長をもとに日程を検討。
４、第４６回九州学会（熊本市）一般演題申込 130 題、ランチョン８社＋１、展示 60 コマ、温故知新コーナーなど
５、第４７回九州学会(宮崎)開催計画案；平成 24 年 11 月 17 日（土）～18 日（日）、宮崎観光ホテル
６、その他
（１）熊本シティエフエム；水曜 14：00～ 15 分（平成 23 年度出演３回終了）
（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）
＜協議事項＞
１、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 3 月末、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）
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 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、平成 23 年度第２回以降の理事会開催予定について
（１）第 2 回予定；平成 23 年 9 月 10 日（土）14：30～ 場所；熊臨技事務所（8/10 総務松本確認）
（２）第 3 回予定；平成 23 年 11 月～12 月(11 月 26 日？)；場所 城南地区 第 45 回県学会お願い
（３）第 4 回予定；平成 24 年 3 月 3 日（土）15：00～ 場所；熊臨技事務所
（４）第 5 回予定；平成 24 年 3 月 17 日 or 24 日；３月１７日に決定（8/10 増永理事から連絡あり）
次回

9 月 6 日（火）九州学会実務委員会議終了後開催。

第 46 回九州医学検査学会 実行委員会＜第８回＞記録
日時：平成 23 年８月２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、松嶋、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、
※松嶋さん今回から参加（施設部）
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→ 未定事項（タイムスケジュール内の赤字部分）
学術→ プログラム再確認（別紙）
。スケジュール、場所、未確定（ドリンクコーナー設置、ラ
ンチョンセミナーの弁当引き換え券配布場所、フードパル駐車場の有無→スタッフの
み、掲示板の設置、クロークの場所）
日臨技データ・標準化・精度保障セミナー座長 →依頼？
※会場広さの再確認・・・見取り図の第５と第６が入れ替わり。
展示→ 説明会 7 月 28 日実施。３４社来校。コマ 60＋トラック２コマ。コマ抽選実施。請求書
を業者が必要としている。空箱を置くスペースについて要望あり。実習室を解放(看
護学科実習室を候補に入れる)
渉外→ コングレスバック依頼を 7 月 28 日に実施。8 月 12 日締め切り。足りない分はコンベン
ションのバックの購入も検討
施設→ 会場名称一部入れ替え。次期学会説明コーナー、ランチョン整理券配布場所も 50 周年
ホールで実施する。ランチョンの入り口が混雑するのでは？誘導を工夫するしかない。
広報→ ポロシャツの見積もり。２週間で納品可能。スタッフの数は 8 月いっぱいで決定。
ＳＴＡＦＦの文字を入れるか？学会当日の写真について。広報部が担当。機材レンタル
も考える。 食べ歩き・飲み歩きマップについて。→1 店舗あたりの価格を提示する。
経理→ バス運行予定表。記念品（総務が見積もり依頼中）
温故知新コーナーのサイズ確定。３５～４０枚。
抄録締め切り（８月８日を目指す）
＜その他＞
実務委員で懇親会に出る人の費用。学会参加費は払う。実務委員は懇親会２０００円でＯＫ．
式典の担当。総務が割り振りを担当する。
昨年度の学会で配ったファイルの抽選会。その商品。
（広報で抽選するか、来た人にすべてあげる
かを検討）
懇親会での次期開催県のアトラクション。
懇親会アトラクション 高校生ではなく山鹿灯篭の保存会を考慮に入れる。
ドリンクコーナーはこちらで物品を購入（施設担当）
。配布を業者さんに手伝ってもらう。
お弁当の引き換えチケット？
参加証、懇親会参加証、領収書の印刷、などについて（白木メディアに相談）
・お弁当依頼。
（しがき；1000 個発注。
）
・学生に実務委員依頼。
・担当は常務理事会 8 月 9 日実施予定。
次回日程
・各部門で会議を開いてもらう。
全体会議 9 月６日（火）18：30～ →8 月 23 日にも開
催が後日決定記録：松本

第 46 回九州医学検査学会 実行委員会＜第９回＞記録
日時：平成 23 年８月９日（火）２０：３０～２１：３０
場所：熊本保健科学大学（熊本市和泉町３２５）
出席者：常務理事 (徳永欠席)

１．細部担当確認(案)
九臨技会議関連（ニ次会も含めて）
・・・上原、松本珠、中潟、染谷、外園
式典・・・・・・・・原田、作元、松本珠、瀧口
懇親会・・・・・・・坂本、室原、西山、今田、
セレモニー・・・・・池田、山本、福吉、山崎
ドリンクコーナー・・中潟、徳永好、園田
駐車場・掲示板（案内板を含めて）
・クロークなど・バス案内・・寺本、鬼塚、松嶋、谷川
記念品関連（座長・ファイル）
・・・・ 田中、山口、黒川
学会マニュアル・・ 増永、松本恵、藤崎、松本珠
コンベンション調整・・・松本珠、大隈、島本
８月 23 日に実行委員会 実行委員に連絡する
２．九臨技連絡
福岡県に連絡する
３．式典の来賓について
県知事（代理）
、県医師会会長、市長(代理)の３名でいいか？ ＯＫ。
４．コングレスバック 日立 500～600、コールター300 の申し込みあり
セラビジョン問い合わせ ランチョンセミナーお弁当が余りませんか？との問い合わせあり。
900 名の人数集まるか？ → 1 部屋 80 に減らす。
80×８セミナー＝640 個分を請求。女性部会 80 人 合計 720 名。スタッフ＋九臨技その他で
150 名。学生分はセミナーに入ってもらう。
５．抄録最終原稿渡し、第二次校正の日程は未定。
６．ホームページに掲載・・・シャトルバスの発着予定。
７．アリーナの件・・・学会顧問から床の養生をきちんとやってほしいとの要望あり→展示スペー
スには厚い床を引く。それ以外の部分はシートのみの予定であったが、全面厚い床を引く。
８．予算案
標準化セミナーの講師料・交通費について、再度確認が必要。
９．ユニフォーム、袖の側面にくまもんを入れる。カメラレンタル（２泊３日で１万。記録媒体こ
み） ４台ほど借りる。特別講演・式典のビデオ撮影→ ３脚こみで１万円。ナンバリングの抽
選。 ガラポン抽選会をランチョンセミナー整理券配布後の場所で行う。

第 46 回九州医学検査学会 実行委員会＜第 10 回＞記録
日時：平成 23 年８月２３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）
、松嶋、
（谷川）
、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、
※谷川さん前回から委員
欠 席：
（

）で表示

１．報告・検討事項
・第９回会議（8 月 9 日の常務理事会時に実施）細部検討の委員を決定
・総務 → 賛助会員出動依頼まだ
・学術 → シンポジウムの発表スライドは各研究班長が責任もって届くように管理する。
・展示・施設 → 受付の見取り図配布。シンポジウムなどで必要な物品は早めに連絡してほしい
できるだけ案内板はつくる。バスの案内（時間）も掲示
本部の横にクロークをつくる。駐車場 500 台程度は確保。ある程度区分けを行う。
案内の近くの掲示板をつくる。
・渉外 → 抄録広告終了。ゴルフコンペ各県に配布。ランチョンセミナー定員数減（100→80）
を再確認
・広報 → ユニフォーム。左肩にくまもん。250 枚で見積もり。最終的注文は 9 月第一週に数を
報告。ＵＳＢ（２ＧＢ）150 個注文。クリアファイルをもってきた人への対応→もれな
く肥後六花のハンカチを贈呈。カメラレンタル料提示。
・経理 → 領収書の準備、請求書準備、釣銭準備、日当準備。学会シンポジストの講演料・交通
費（技師会会員でない場合）について確認する
・セレモニーについて（池田、山本、福吉、山崎）たたき台提示。セレモニー 展示場ぎりぎりに
設定したほうが受付を妨げないのでは？天気がよければ外で、雨天の場合は受付近くの斜めの形
で実施する。
・学会マニュアルについて → 松本恵提示。
・懇親会について → ①アトラクションその１山鹿灯篭（8 人 15 分）② じゃんけん大会
③ 球磨焼酎の提供を依頼中
・九臨技懇親会 → 馬刺しがホテルキャッスルでは提供できない。違う場所を検討中。
・コンベンションの看板作製 → デザインをきめて依頼。
・マニュアルについて運営委員を割り振る → ８月２５日(木)この日、午前中までに未定の病院
はリストを出す。

・
全体会議 9 月６日（火）18：30～
リハーサル予定 ９月２３日(金・祝) 10：00～12：00

平成２３年度臨床検査精度管理調査実施要領
１.実施主体 熊本県医師会・熊本県臨床検査技師会
２.実施方法
イ）日
程（試料配布日）
平成２３年１０月２４日（月）～２６日（水）
ロ）調査事項
①臨床化学（AST、ALT、ALP、LDH、γ-GTP、CK、アミラーゼ、コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、
総ビリルビン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、総コレステロール、HDL コレステロール、
LDL コレステロール、中性脂肪、血糖、Na、K、Cl、Ca、血清鉄および CRP）
②血液（ヘモグロビン、赤血球、白血球） ③一般検査（尿検査：蛋白、糖、潜血）
※その他（オプション）
④血清（HBs 抗原、HCV 抗体） ⑤輸血（ABO 式血液型、Rh 式血液型、交差適合試験、不規則性抗体）
⑥HbA1c
※調査後、その結果によって必要な場合は、精度管理専門委員会がアドバイスし、実行委員会及び
メーカーによる機器調整を行います。
３.参加対象・・・県下の全医療施設及び検査施設（外部委託を除く）。
※原則自施設にて測定を実施している項目のみの参加をお願いいたします。
４.参加申込み
(1)参加申込み方法
参加希望施設は、下記参加申込み書により必要事項をご記入の上、熊本県医師会精度管理専門委員会
（〒860-0806 熊本市花畑町 1-13 熊本県医師会内）へ郵送又は FAX（096-355-6507）でお申込み下さい。
(2)参加費用及び払込方法
◎参加費用
Ⅰ.①臨床化学 + ②血液 + ③一般検査（尿検査） １施設
10,000 円
※但し、登録衛生検査所は
１施設
20,000 円
Ⅱ.③一般検査（尿検査）のみ
１施設
1,000 円
Ⅲ.④血清 + ⑤輸血 + ⑥HbA1C
１施設
2,000 円
なお、参加費用は申込みと同時に銀行振込でお願いします。
◎振込先
熊本県医師信用組合 本店 普通 ２２４１７０ 社団法人熊本県医師会 会長 福田 稠
(3)申込み締め切り
平成２３年９月２２日（木）
※登録衛生検査所の調査結果を熊医会報に掲載いたします。
キリトリ

平成２３年度臨床検査精度管理調査参加申込み書
施設名
住

所

施設長名
〒

担当者氏名
○参加項目（参加項目に○を付けて下さい）
Ⅰ. 臨床化学、血液、尿一般
※但し、登録衛生検査所は
Ⅱ. 一般検査（尿検査）のみ
Ⅲ. 血清、輸血、HbA1c

電話番号
担当者職業・役職

10,000 円
20,000 円
1,000 円
2,000 円

注：ⅠとⅡはいずれかひとつお選び下さい。またⅢのオプション（血清、輸血、HbA1c）に参加される施設は、
下記項目の中で参加項目に○印を付けて下さい。
（HBs 抗原、HCV 抗体、ABO 式血液型、Rh 式血液型、交差適合試験、不規則性抗体、HbA1c）
※アンケート（該当する番号に○を付けてください）
平成２３年度も精度管理調査の結果入力はインターネットＷｅｂ入力で行います。
貴施設のインターネット環境についてお答えください。
・貴施設では、Ｗｅｂ入力可能な環境（パソコン）がありますか？・・・・・・・・①はい ②いいえ
・②いいえと答えた方・・施設以外でのＷｅｂ入力可能な環境がありますか？・・・①はい ②いいえ
・①はいと答えた方の環境は次のどれですか？・・・①施設外パソコン ②携帯端末（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等）ほか
施設でのインターネットＷｅｂ入力環境整備につきましては、御協力をよろしくお願いいたします。

平成 23 年 8 月 1 日
熊本臨床微生物ネットワーク研究会
世話人代表 川口 辰哉
熊本大学医学部附属病院 感染免疫診療部

熊本県における感染管理のネットワークを考える講演会のご案内
謹啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さてこの度、例年開催しております熊本臨床微生物ネットワーク研究会の解析報告会を『熊
本県における感染管理の実態と薬剤耐性菌感染者並びに保菌者の動向に関する研究』
（科研費 20390545）研究班との合同企画として講演会を開催することとなりました。
熊本県内における感染対策を考える場として、医療関係者だけでなく介護福祉，教育，行
政の方々など業種を越えた方々にご参加いただき地域ネットワークづくりについて活発な
ご意見をいただければ幸いです。皆様ご多忙とは存じますが、どうぞ多数のご出席を賜り
ますようにお願い申し上げます。
謹白
記

●日時

：

平成 23 年

9 月 24 日（土）

●場所

：

熊本大学医学部附属病院 東病棟１２階
熊本市本荘町

13：00

～16：00
多目的ホール

1-1-1 (代)096-344-2111

************************* プログラム

*************************

【総合司会】 公立玉名中央病院 検査部技師長 永田 邦昭 先生
開 会
13：00～
一般演題 13：10～14：50
◇ 演題 1. 熊本県内における薬剤耐性菌感染症に対する管理の実態と課題
（熊本大学大学院生命学科研究部 前田 ひとみ先生）
◇ 演題 2. 熊本臨床微生物ネットワーク研究会から耐性菌分離状況について
（熊本臨床微生物ネットワーク研究会 木下 まり技師）
◇ 総合討論
◆

講演

15：00～15：50
座長 熊本大学医学部附属病院

感染免疫診療部

准教授 川口 辰哉

先生

『 北九州地区における感染対策の取り組みについて -VRE 検出を中心に- 』
株式会社

キューリン 検査部
小林 とも子 先生

・資料代：３００円（希望者のみ）

お問合せ：八代総合病院 検査部 木下まり
0965-32-7111（内 525）
ma1965@axel.ocn.ne.jp
主催：熊本臨床微生物ネットワーク研究会
『熊本県における感染管理の実態と薬剤耐性菌感染者並びに保菌者の動向に関する研究』
（科研費 20390545）研究班

平成 23 年 8 月 19 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。
敬具
記
日 時：平成 23 年 11 月 5 日（土）受付 12:30～
開 13：00～17：30
会 場：熊本大学医学教育図書棟 4F
テーマ：
『泌尿器科の臨床検査』
1．特別講演： 座長
講師
演題
2．一般講演： ①
②
③
④
⑤

徳永英博（熊本大学医学部附属病院）
江田 幸政先生
仁誠会クリニック光の森 院長
未定
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』
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』
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』
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』
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』

※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
Tel；096-353-6501 Mail；kensa@kumamoto2.hosp.go.jp
詳細についてはニュース版 10 月号に掲載いたします

会員・賛助会員各位

平成 23 年 7 月 29 日
社）熊本県臨床検査技師会
学会記念ゴルフコンペ 世話人
済生会熊本病院 中央検査部 坂口 司

第４６回九州地区医学検査学会記念ゴルフコンペのご案内
拝啓
猛暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。さて、九州地区医学検査学
会を開催するにあたり、ゴルフコンペのご案内を致します。会員および賛助会員の皆様が
より親睦を深めることを願っています。日時、場所は下記の通りです。
記
１．日時

平成 23 年 9 月 30 日(金)

２．場所

スタート時間

7:46 （10 組予定）

終了予定時間

13:50 頃

チサンカントリークラブ御船
〒861-3203
熊本県上益城郡御船町大字高木 2721-2
TEL：096-282-3411／FAX：096-282-7235

３. 会費

3,000 円

４. プレー代

6,000 円（食事・キャディなし）

参加申し込みは 9 月 16 日までにＦａｘ、または e-メールにてお知らせください。多数の
ご参加をお待ちしております。
※会議等で早く終わりたい方はスルーでも回れます。コメント欄にお書きください。
------------------------------

切り取り線

学会記念ゴルフコンペ 世話人 済生会熊本病院
Fax

-----------------------------坂口 司 行

096-351-8780

e-メール tsukasa-sakaguchi@saiseikaikumamoto.jp
学会記念ゴルフコンペ申込み用紙
１．お名前
２．ご所属
３．ご連絡先
４．ｅ-メール
５．コメント

交通案内

アクセス方法
■ 車の場合
御船 IC の料金所を出て左折、50ｍ先を U ターンする感じに左折。高速道と平行して走
り、途中案内に従い右折。T 字路を左折しコースへ。
■ タクシーの場合
熊本空港から約 25 分、2500 円。
JR 鹿児島本線・熊本駅から約 35 分、4000 円。

熊臨技「生涯教育研究過程プログラム」
研修会予定表10～１２月
10月1,2日

熊本市 第46回九州地区医学検査学会

10月25日

熊本市 血液検査研究班研修会（鶴田先生講演会）

検体検査 専門

20

10月27日

熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（第3回症例検討会）

検体検査 専門

20

未定

熊本市 一般検査研究班研修会（講演会）

検体検査 専門

20

未定

玉名市 城北地区研修会
検体検査 専門

20

検体検査 専門

20

11月22日

熊本市 血液検査研究班研修会（長大濱崎さん講演会）

11月24日

熊本市

病理・細胞検査研究班研修会（肺癌と肺発生の接点
グナル発現と意義）

シ

未定

熊本市 微生物講演会

検体検査 専門

20

未定

熊本市 機能・神経生理研究班（脳波）

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

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（情報）

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 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）

12月

＊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。

