
 
平成24年度 第６回常務理事会 

   日 時 ： 平成24年9月11（火）18：30～21：00 
   場 所 ： 熊臨技事務所（熊本市北区大窪1-6-3） 

出席者 ： 瀧口、増永、原田、松本（珠）、山本、坂口、田中、池田、徳永、松本（恵）、中潟、 
欠席  ： 寺本 

 
＜報告事項＞ 
１、会長報告；九臨技関連（九州支部学会座長推薦依頼、各県60周年行事、近県合同研修会）、その他（公明党講演

会9/10、全国国保地域医療学会交流会）、各担当の進捗状況 
 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：熊臨技会員1000名達成 
  ・広報（山本）；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、翌月ﾆｭｰｽ版発行準備現在1070部印刷 

・組織（坂口）；地区懇談会計画（八代地区）10/27学術部講演会後のレクリ計画（ボウリング大会）。 
・渉法（田中）；平成24年度賛助会員46社、健康フェスについて10/13,14 計画書提出 
・事業（池田）；平成24年度精度管理準備。10/22～24試料準備    
・学術（徳永）；第45回県学会進捗状況、8/10研究班会議（来年度の計画準備） 
・生涯教育（松本エ）；生涯教育研修会開催案内・評価など；8月引き継ぎ中   
・経理（中潟）；新公益法人移行に伴う会計資料について、通常経理報告 
・特別事業（寺本）；法人化移行状況説明  

３、日臨技学術組織再構築に関する検討委員会の支部推薦委員について（九州支部で推薦） 
４、第45回熊本県医学検査学会進捗状況；6月23日ハーモニーホール予約済。一般演題の募集は年内に終了（10 

月ニュース版掲載）、特別講演（琉球大学山根教授）、学会特別企画等は9/19実行委員会で討議 
５、第47回九州学会（宮崎県担当）11月17日（土）～18日（日）、宮崎観光ホテル 
  ・総演題数117（熊本21）、座長推薦（輸血、免疫血清、生理部門を熊本県に依頼される） 

 ６、第62回日本医学検査学会（平成25年5月18－19日：高松市、演題抄録10/4～11/30） 
７、その他 

（１）九州各県検査技師会記念行事（福岡、沖縄、佐賀、宮崎完了）鹿児島Ｈ25.1.26、大分3/9、熊本3/23 
 （２）皇室の伝統を守る会の出席について 
（３）公明党講演会 9/10 瀧口、増永出席。 

 
＜協議事項＞ 
１、第46回県医学検査学会の担当に伴う地域編成について（年内に結論をだす） 
２、第47回県医学検査学会・平成27年度総会開催計画(案) 未定 
３、第47回九州学会（宮崎市）の座長推薦依頼について→ 研究班長からの推薦を中心に検討 
４、熊臨技創立60周年記念事業の計画、記念誌の発行 Ｈ25.3.23を予定 
  式典200名前後（ホテル日航熊本）、講演会会場未確保、講演会（１６：００～）演者未定 
５、新法人移行に伴う申請手続きについて 

  （１）平成24年度熊臨技諸規定見直しについて 
組織運営、常務運営、総会運営、会計、慶弔、表彰推薦、役員推薦、旅費支給、研究班運営 

（２）会計資料作成  
６、健康フェスティバル出動者の確保 
７、地区懇談会について 
  第45回県学会開催地（八代市）へ日程、場所の打診（日程案 12/1）、第3会理事会16：00～17：30、懇親会

18:00～を予定 
８、その他  
  ・熊本県医療・保健・福祉連携学会 Ｈ25.3.2 13；00～19：00、鶴屋ホール、パレア会議室で実施予定 

  

＊次回会議予定；10月16日（火） 
 

以上 



第 45 回 熊本県医学検査学会のお知らせ 
第 45 回熊本県医学検査学会 

               学会長 佐藤 泰彦 
副学会長 小林 敏郎 

実行委員長 井上 博幸 
学会学術部長 森口 美琴 

 
 平成 25年 6月 23日に第 45回熊本県医学検査学会が八代市にて開催されることとなりま

した。 
会員の皆様の多数のご参加をお願いいたします。 
 
また、この学会での一般演題を下記の要綱で募集いたします。 
日頃の研究成果、知見や経験を奮ってご発表くださいますようお願い申し上げます。 
 

記 
 

1. 学会開催日   平成 25 年 6 月 23 日（日） 
2. 会場      八代ハーモニーホール 
3. 一般演題募集要項 

         演題申込み締め切り   平成 24 年 12 月 10 日 
         抄録締め切り      平成 25 年  3 月 10 日 

抄録記入様式は、熊本県技師会ＨＰに掲載されております。 
4. 学会発表形式  液晶プロジェクター（Windows Microsoft PowerPoint 形式） 
5. 申込み・問い合わせ先 

         学会学術部長   森口 美琴 
         副部長   泉  翔太 
 
          〒866-0826 熊本県八代市竹原町 1670 
          熊本労災病院 中央検査部 
          TEL  0965-33-4151 （内線 314） 
          FAX    0965-32-4405 
                  E-mail   ict@kumamotoh.rofuku.go.jp 
       できるだけ E-mail での申込みをお願いいたします。 
       （件名に 県学会演題申込 と記入してください。） 



                                               

地区懇談会のお知らせ 
謹啓 
 会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
このたび、八代市にて地区懇談会を下記のとおり開催するはこびとなりました。 
会員同士ならびに技師会役員との親睦をはかる目的として行うもので、よい意見交換の場

となればと考えております。つきましては、皆様の多数の参加をお待ちしております。 
                                    謹白 
 
 

記 
 

1. 日時   平成 24 年 12 月 1 日（土）  
          受付  17：30～ 

懇談会 18：00～ 
2. 会場   八代ロイヤルホテル（2Ｆマーシーホール） 
3. 会費   5,000 円 
4. 申込み方法・締め切り 

             施設ごとにまとめて、できるだけ e-mail での申込みをお願いいたします。 
会員番号・氏名の記入をお願いいたします。 

 
         〒866-8660 熊本県八代市松江城町 2-26 
         八代総合病院 検査部  平岡 陽介 
         TEL  0965-32-7111 （内線 660） 
         FAX    0965-32-8202 
                E-mail   kensa@yatsushiro-gh.jp 
       （件名に 地区懇談会申込み と記入してください。） 
 
         締め切り 平成 24 年 10 月 31 日 



社）熊本県臨床検査技師会 
学術部 徳永英博 
担当 岩山義雄 

会 員 各 位 

熊本県臨床検査技師会 

平成２４年度 学術部講演会のお知らせ 
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。今年で第５回となります

学術部主催の講演会を下記の通り開催致します。今年は『頭頚部の臨床検査』をテーマに各研究班よ

り分かり易く講演して頂きます。また、特別講演と致しまして田尻甲状腺クリニックの田尻淳一先生

をお招きして甲状腺疾患に関する講演を賜ります。 
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 
記 

日 時 ： 平成 ２４ 年 １０ 月２７ 日（土） 

場 所 ： 熊本大学医学部 医学教育図書棟３Ｆ 第一講義室   

受付１２：３０～ 開会の辞１３：００～１３：１０ 

一般演題 

座長 熊本赤十字病院 山崎 卓技師 

１）化学・免疫・情報管理『甲状腺の検査について』  富田浩平技師（熊大附属病院中央検査部） 

２）神経・機能生理『頭頚部の臨床検査－神経生理検査でわかること』片山雅史技師（熊本機能病院） 

３）画像生理『検診で発見される甲状腺疾患』    山口輝樹技師（日赤熊本健康管理センター） 

休憩１４：２５～１４：３５ 

座長 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院     立山敏広技師 

４）微生物『頭頚部細菌感染症の臨床検査』     正木孝幸技師（化血研臨床検査センター） 

５）一般検査『髄液検査ってなに？～一般検査を中心に～』松岡拓也技師（済生会熊本病院） 

６）病理・細胞検査『頭頚部の病理・細胞検査』   井上博幸技師（熊本労災病院） 

休憩１５：５０～１６：００ 

特別講演  座長 熊本大学医学部附属病院 徳永英博技師 
 

『甲状腺疾患の診断と治療』 田尻甲状腺クリニック  田尻 淳一先生 
 

閉会の辞 １７：００～１７：１０ 
問合せ先 熊本中央病院 生理検査室 岩山義雄 tel370-3111（2504） 



 

 

画像生理研究班勉強会 

 

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

超音波基礎工学の講習会を開催する運びとなりました。内容は簡単な超音波の原理から、２月に行われ

ます超音波検査士認定試験を受験される方の試験対策までを踏まえた内容にしようと只今企画中です。 
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：２０１２年 １１月４日（日） 午前９：３０～１６時３０分終了予定（受付９時～） 

場 所：熊本中央病院 ３階 講堂Ａ.Ｂ 

 

演 題：「基礎超音波医学 ～超音波検査士試験対策～」 

 

講 師：GE ヘルスケア・ジャパン(株)超音波製品開発部 部長 小笠原 正文氏    
 

参加費（弁当代込）：技師会会員 1000円 非会員 4000 円 

※資料の準備、受講者人数把握の為事前登録制にします。E-mailに所属、名前、会員番号（非会員は

不要）を明記の上申し込んで下さい。〆切りは 11月 1日とします。 

（申し込みが多い場合は先着順） 

 

申し込み先 E-mail： uskiso5@gmail.com 

  

 

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） 



平成 24 年度 日臨技九州地区輸血研修会  

生涯教育研修課程：専門教科  20 点 
 

テーマ 輸血医療における安全管理体制～輸血療法における臨床検査技師の使命～ 

会 期 平成 24 年 11 月 10 日（土）～11 日（日） 

会 場 

鹿児島大学医学部インテリジェント講義室  
鹿児島大学医学部第１個人単位実習室 
〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘 8 丁目 35-1  
TEL:099-275-5111（代表） 

内 容 

第

一

日

目 

12:00 ～12:30 受付    
 
12:30 ～12:45 開校式 オリエンテーション 
 
12:45 ～16:00 日臨技全国研修会の伝達研修（DVD 視聴によるビデオ研修） 
【基礎講演】 

講演１『日本における輸血療法の安全確保に関する方針・指針』           
                   厚生労働省医薬食品局血液対策課 伯野 春彦先生 
 
【専門講演】          

講演２『輸血療法対象患者の安全管理 
（自己血輸血を含む計画輸血と緊急輸血）』   

虎の門病院輸血部 牧野 茂義先生  
 
講演３『輸血医療における安全管理体制』                

東京大学医学部附属病院輸血部 高橋 孝喜先生 
 
16:15～17:15 講義 輸血における安全管理のための各種取り組み 
講義１仮題『血液製剤の取扱上の注意点―輸血に必要な最低限の知識』 
           鹿児島県赤十字血液センター 宮下 幸一郎技師 
 
講義２仮題『輸血検査装置と輸血システムによる安全な輸血療法』 
               出水総合医療センター 川上 保浩技師 
 
講義３仮題『実技指導から見た輸血の安全管理』 
                  鹿児島大学病院 舞木 弘幸技師 
 
講義４仮題『輸血の安全管理体制―輸血事故から学ぶこと』 

久留米大学医学部附属病院 川野 洋之技師 



第

二

日

目 
 

【実技研修会】 
8:30までに集合 

 
8:30～ 9:00 実技内容説明 
 
9:00～12:00 実技 
    実技内容（血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験） 

 
12:00～13:00 実技研修総括 
               鹿児島共済会南風病院 永重 政人技師 

鹿児島生協病院       田之頭 敏志技師 
 
13:00～    閉講式 修了証書授与 

募集人員 60 名（定員になり次第締め切らせて頂きます） 

参加資格 社団法人日本臨床衛生検査技師会 会員 

受講料 5,000 円  

申込締切 平成 24 年 10 月 19 日（金） 

申込要領 
E-mail にて下記までお申込みください。折り返し、E-mail にて申込み案内を送りま

す。E-mail 送信後 1 週間以内に受領確認の E-mail が届かない場合は下記までご連

絡下さい。 

申込先 

鹿児島大学病院輸血部 舞木 弘幸 
〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1 

TEL：099-275-5635 FAX：099-275-5641 
E-mail：my4j@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp 

宿 泊 各自で手配してください。 

主 催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

 

mailto:my4j@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp


第 1 回 North QEC 開催要綱 
 
1.日時    平成 24 年 11 月 11 日(日) 10 時〜16 時  
2.会場    小倉記念病院 4 階 講堂  
3.プログラム  
       テーマ「計測」  
       特別講演 産業医科大学 尾辻 豊教授  
             「心エコーで考える左室・僧帽弁連関」  
       教育講演 ①鹿児島大学病院 水上 尚子先生  
             「解剖に則した計測法」  
            ②小倉記念病院  梅田 ひろみ先生  
             「心機能評価法 基本と実際」  
       症例発表  
       小倉記念病院 心エコーファイリングシステムのご紹介  
       小倉記念病院 心エコー室見学  
        ＊エコー室見学は勉強会終了後に行います。また，各施設  
         代表者、事前登録にて 30 名までとさせていただきます。  
4.年会費   2,000 円 ＊年会費は当日徴収いたします。  
5.症例募集  下記の事務局までご連絡をよろしくお願いいたします。  
   
6.お申し込み   
       会の円滑な運営の為に、事前登録(11 月 3 日締切)を  
       お願いいたします。  
       当日受付も可能です。事前お申し込みの方に優先的に  
       North QEC 特製【心エコーポケットマニュアル】を贈呈  
       いたします。  
   
7.事務局およびお問い合わせ先  
       小倉記念病院 心エコー室 梅田 ひろみ  
         E-mail: umeda-h@kokurakinen.or.jp  
         電話: （病院代表）093-511-2000  

熊本代表世話人 済生会熊本病院 富田 文子 
         電話：096-351-8000(8251) 
                E-mail:ayako-tomita@saiseikaikumamoto.jp 
       熊本県技師会 生理研究班長 岩山 義雄 

 ＊お問い合わせは出来るだけ E-mail でお願いいたします 

http://north-qec.jimdo.com/プログラム/
http://north-qec.jimdo.com/参加申し込み/
mailto:umeda-h@kokurakinen.or.jp


11月4日 熊本市 画像生理研究班（基礎超音波医学～超音波検査士試験対策  生体検査 専門 20

未定 熊本市 輸血検査研修会 検体検査 専門 20

11月20日 熊本市 機能・神経生理研究班研修会（スパイロメトリー～当院で生体検査 専門 20

未定 玉名市 第3回城北地区研修会

11月24日 合志市 熊本市周辺地区研修会 検体検査 専門 20

11月27日 熊本市 血液検査研究班研修会（症例検討会） 検体検査 専門 20

11月29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 天草市 天草地区研修会（情報管理） 検体検査 専門 20

未定 八代市 城南地区研修会

12月未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班（免疫勉強会）

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 八代市 城南地区研修会

未定 天草市 天草地区研修会（基礎）

1月24日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（第4回症例検討会） 検体検査 専門 20

   ＊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。

熊臨技「生涯教育研究過程プログラム」

11月～1月研修会予定表


	１．常務理事会報告
	２．第45回熊本県医学検査学会のお知らせ
	３．地区懇談会のお知らせ
	４．学術部講演会案内
	５．画像生理研究班勉強会案内
	６．日臨技九州地区伝達輸血研修会案内
	７．第1回 North QEC開催案内
	８．11～1月研修会予定表
	Sheet1


