
 
 
 

 平成24年度 第７回常務理事会 
   日 時 ： 平成24年10月16日（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、中潟、寺本 
欠席  ： 松本（恵） 

＜報告事項＞ 
１、会長報告；日臨技医療安全管理者研修会（11/10）参加募集、全国幹事会開催（Ｈ25.1.26） 、九臨技関連（各

県60周年行事）、生理機能検査研修会（大分Ｈ25.1.13）、第52回全国国保地域医療学会（10/5；瀧口）、へき

地医療支援機構講演会（Ｈ24.12.1） 
 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：熊臨技会員数1009名 
  ・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 

・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、健康フェス報告書 
・事業（池田）；平成24年度精度管理準備。10/22～24試料準備、web入力改良   
・学術（徳永）；第45回県学会進捗状況、くまもと医学検査投稿規程の改編 
・生涯教育（松本エ）；生涯教育研修会開催案内・評価など；   
・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：10/14まで） 
４、健康フェスティバル開催状況（10/13,14）来場者数   

 子宮がん 心電図 超音波 血管年齢 乳がん 
10月13日 98 116 116 530 105 
10月14日 142 113 115 517 132 
合計 240 229 231 1047 237 
 
５、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。6/22 懇親会開催 一般演題申し込

み10月ニュース版掲載、特別講演（琉球大学山根教授）、特別講演もう一題を検討中。 
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（福吉葉子）、免疫血清（今田龍市）、生理部門（岩山義男） 

 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） 
   ・座長推薦依頼3名（生理、輸血、微生物） 

７、その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
＜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)  → 天草地区で担当を検討中 
３、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  
  ※総会を実施したいので、もう少し早くできないか再度確認する 
４、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 
 → 10月23日に会議実施。 

（２）会計資料作成；特別会計を一本化する必要あり（会計事務所に相談） 
５、熊臨技各委員案について 
  たたき台をもとに再度検討し、今度の理事会にて承認。 
６、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回理事会16：00～17：30、懇親会 
７、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 
  （がん拠点病院との連携・患者とのかかわりがテーマ） 坂口常務理事が１演題提出。 

 次回会議予定 11月 20日（火） 18:30～                       以上 



第 45 回熊本県医学検査学会演題募集のお知らせ 
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 

 
第 45 回熊本県医学検査学会では一般演題を下記の要綱で募集しております。 

奮ってご参加くださいますようお願いいたします。 
 

記 
 
1. 学会開催日：平成 25 年 6 月 23 日（日） 
2. 学会会場 ：やつしろハーモニーホール（八代市新町 5-20） 
3. 一般演題募集 
   申込方法：下記あてに演題名、発表者、所属、連絡先を明記して E-mail で 

お申込みください。 
件名に「県学会演題申込」と記入してください。 

   申込み先：〒866-0826 八代市竹原町 1670 熊本労災病院中央検査部 
          学会学術部長  森口 美琴 
          E-mail：ict@kumamotoh.rofuku.go.jp 
          TEL  ：0965-33-4151（内線 314） 
                    FAX  ：0965-32-4405 
 
   演題締切：平成 24 年 12 月 10 日 
   抄録締切：平成 25 年 3 月 10 日 
 
   抄録様式：熊本県臨床検査技師会ホームページの第 45 回県学会コーナーにあります 
        “県学会雛形”をクリックすると開きます。 
   提出方法：上記メールアドレスに添付ファイル（word 形式）でお送りください。 



 
会員各位 

 

熊本県臨床検査技師会 

会  長 瀧口 巌 

表彰推薦委員長 原田 精一 

学術部長 徳永 英博 

 

 

平成 24 年度学術奨励賞選考対象者拡大について 

 

平成 24 年度の学術奨励賞は、これまで『くまもと医学検査』及び『医学検査』への

投稿論文の中から選考されておりました。しかし、選考対象者が少なく選考に苦慮して

おり、また選考範囲を広め多くの会員が対象となるように、所属施設の推薦があれば他

の冊子への投稿論文も対象とする事となりました。つきましては、多くの学術奨励賞候

補者の推薦及び『くまもと医学検査』への投稿をお願い致します。 

 

1）学術奨励賞候補者の資格 

①熊本県臨床検査技師会の会員 

②平成 24年くまもと医学検査又は医学検査掲載論文筆頭者 

③②以外の雑誌への投稿論文筆頭者で施設推薦が得られる者 

④平成 24年 1月 1 日～平成 24年 12 月 31 日間に、掲載された論文の筆頭者 

2）1）の③の場合の提出書類 

①学術奨励賞推薦書（県技師会ホームページに書式掲載） 

②投稿論文の別冊またはコピー 2 部 

 3）2）の書類の提出期限 

平成 24年 12 月 31 日 

 4）学術奨励賞推薦書の提出及び問い合せ先 

   〒860-8556  

熊本市中央区本荘 1-1-1 

熊本大学医学部附属病院病理部 徳永 英博 

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

      TEL&FAX 096-373-7099 



     平成　　　年　　　月　　　日

所　属

ひらがな

氏　名  性別　　　　　年齢

論文題

掲載雑誌

2）推　薦　者

施設名

氏　名

役　職

 熊本県臨床検査技師会　平成　　 　年度 　　受付No

学術奨励賞推薦書

推薦理由

1）学術奨励賞候補者

印　　

 TEL ：                              

連絡先

 住所：

 E-mail：







                               平成 24年 11月吉日 

会員各位 
                           臨床化学・免疫・情報研究班 
                                  班長 今田 龍市 

        臨床化学・免疫・情報研究班 研修会のご案内 

謹啓 会員の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。 
 この度、臨床化学・免疫・情報研究班におきましては、肝臓疾患をテーマに研修会を開

催することになりました。 
 今回の研修会は、くまもと森都総合病院 理事長・院長の藤山重俊先生をお招きして、肝

臓疾患の最新の治療および検査についてご講演をお願いしております。 
 ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様には多数の参加をお願いいたします 。   
                                                                            謹白   

記 
 
【日  時】  平成 24年 12月 1日 (土)  15:00～17:00 
【場  所】  熊本市国際交流会館 4F  第 3会議室 (TEL:096-359-2020)  

【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000円) 

 
【講 演- 1】 『HBV ウィルスマーカーと de novo HBVについて』 

          講師：松山 和弘先生 (ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部) 

 
【講 演- 2】 『ウィルス肝炎診療の最前線－どこまで進んだか』          

               講師：藤山 重俊先生  (くまもと森都総合病院 理事長・院長） 

 
【会場案内】 

  
 
主催 社団法人熊本県臨床検査技師会  共催 ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 

【問合せ連絡先】医療法人創起会 くまもと森都総合病院 

臨床検査科 今田龍市 (TEL 096-364-6000)  



正面玄関 

駐車ｹﾞｰﾄ 

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健勝のこととお慶び申し上げます。 

輸血検査勉強会の日程および内容が以下の通り変更になりました。 
周知が遅れ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 
年末でお忙しい時期とは存じますが、ふるってご参加下さい。 

 

謹白 

記 

 
日時 ： 平成 24 年 12 月 22 日（土曜日）  14：00～16：00（受付 13：30～） 

 

場所 ： 熊本大学医学部付属病院 医学教育図書棟 4F第 3 講義室  

 

※病院駐車場は正面玄関右手のゲートから入った先の、立体駐車場をご利用下さい。 

 

内容：「安全な輸血実施のための輸血検査における注意点」 
    講師：バイオラッド ラボラトリーズ株式会社 診断薬事業部 カスタマーサポート部 
       小黒 博之 氏 

・ 精度管理について 
・ 検査結果に影響を与える様々なファクターについて 
・ 異常反応を示した症例から、考えられる原因や追加検査 

     
    質問・質疑応答 
   

申込方法 ：  当日参加  

 

連絡先 ： 熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 

福吉葉子（TEL：096-373-5817） 
立

駐

 

図書棟 4F 



平成24年度熊本市民健康フェスティバル開催報告 

     日    時：平成24年10月13日（土）・14日（日） 

     場    所：くまもと県民交流館パレア、びぷれす広場 

     主 催 団 体：熊本市、熊本市保健協議会、熊本県医師会、熊本市医師会 

                  熊本市保健医療専門団体連合会、熊本日日新聞社 

 

本年度は10階フロアに熊本市関連のブースが設置されました。そこで検査技師

会の体験検査コーナー（尿一般・病理検査・微生物検査）は休止しての開催とな

りました。来場者数はほぼ例年並みでした。設置コーナーは心電図・腹部超音波

検査コーナー、血管年齢測定コーナー、乳がん啓発コーナーと今年は子宮がん検

診啓発コーナーを新たに新設しました。血管年齢測定は例年通りの盛況でした。

２日間で1000人を超え、来場者の関心の高さが窺えました。 

今回も大きなトラブルもなくフェスティバルを終了することが出来ました。 

出動いただいた会員の皆様、機材提供いただいた各社にお礼申し上げます。 

【受検者数】 

 13日（土） 14日（日） 合計 

腹部ＵＳ ※1 116（103） 115（110） 231（213） 

心電図 116（103） 113（110） 229（213） 

子宮がん啓発 98 142 240 

乳がん啓発 105（143） 132（174） 237（317） 

血管年齢測定 530（521） 517（471） 1047（992） 

出動者  ※2 29（43） 27（45） 56（89） 

       （ ）は昨年受検者数 

※ 1 腹部ＵＳと心電図は原則としてセット項目（各日予約120名） 

※ 2 10/12（金）準備出動者6名 

機材協力各社 
超音波装置 日立アロカ株式会社 

 

アイティーアイ株式会社            

（ＧＥ横河メディカルシステムズ株式会社） 

 東芝メディカルシステムズ株式会社 

心電計 

 

フクダ電子西部南販売株式会社 

血管年齢測定 株式会社ケミカル同仁 

顕微鏡モニター 八尾日進堂 

  

                         担当 渉外法規部  田中 信次        
                                   鬼塚 東洋 
 
 
 
 



 
熊本市民健康フェスティバル活動風景 



平成 24年 10月 1日 

会員各位 

日臨技九州支部支部長 

佐藤 元恭 

九州臨床検査技師会会長 

 瀧口 巌 

九州支部形態部門委員 

島本浩二、川崎辰彦 

 

平成 24 年度日臨技九州支部病理細胞研修会のご案内 

 

 残暑の候、会員の皆様におかれましてはますますご発展のこととお慶び申し上げます。こ

の度、平成 24年度日臨技九州支部病理細胞研修会を熊本で開催することとなりました。今

回、昨年実施したアンケート調査で意見として多かった病理検査業務管理について研修会を

実施いたします。病理検査業務における環境管理、感染管理、システム管理、ISOにおける

業務管理について各専門の先生方に講演をお願いいたしました。日頃、各施設で工夫して業

務管理行っている見直しが出来ることと思われます。会員皆様の多数のご参加をお願いいた

します。 

記 

主 催：日本臨床衛生検査技師会九州支部 
担 当：熊本県臨床検査技師会病理細胞研究班 
日 時：平成 25 年 1 月 26 日（土）13：00～17：00 
    平成 25 年 1 月 27 日（日）9：00～12：00 
会 場：熊本大学医学部付属病院 山崎記念会館 
参加費：5000 円 
情報交換会費：4000 円 場所未定 
     研修会参加受付時にお支払いお願いします。 
申込方法：施設名、氏名、技師会会員番号、情報交換会参加有無、返信メールアドレスを記載の上、e-mail

にてお申し込み下さい。参加費は口座振り込みとなりますので振り込み手数料は個人ご負担

でお願いします。 
申込締切：平成 24 年 11 月 30 日（金） 
申込先 ：熊本市立市民病院 検査技術室 島本浩二 
          TEL 096-365-1711（内線 1232） 
     e-mail shimamoto.koji@cityhosp-kumamoto.jp 

振り込み口座  
口座名：  平成 24 年日臨技九州支部病理細胞研修会 
口座番号： 九州労働金庫（熊本支店） ４０４３１２０ 

mailto:shimamoto.koji@cityhosp-kumamoto.jp


プログラム 

 

平成２５年１月２６日（土） 受付 １２：３０～ 

 熊本大学医学部付属病院 山崎記念会館 

  

座長 久留米大学病院 病理部 山口知彦 技師 

１３：００～１３：５０ 

講演１ 病理検査室の労働環境 ―労働安全衛生と有害化学物質を中心にー 

講師  日本医科大学千葉北総病院 病理部 清水秀樹 技師 

１４：００～１４：５０ 

講演２ 病理検査室における感染防止対策 

講師  藤田保健衛生大学病院 病理部 平澤 浩 技師 

  

座長 熊本市立市民病院 検査技術室 島本浩二 技師 

１５：１０～１６：００ 

講演３ 病理部門システムに求める課題  

―業務効率から医療安全へ,長崎大学における運用例― 

講師  長崎大学病院 病理部 林 徳真吉 准教授 

１６：１０～１７：００ 

講演４ ISO15189 での病理業務管理  

講師  佐世保中央病院 臨床検査技術部 片渕 直 技師  

  

情報交換会予定 

  

平成２５年１月２７日（日） 

座長 熊本中央病院 病理研究科 立山敏広 技師 

９：００～９：５０ 

講演５ 病理検査の精度管理 

講師  熊本大学医学部付属病院 病理部 德永英博 技師 

１０：００～１２：００ 

熊本大学医学部付属病院病理部視察 

 



九州支部卒後教育セミナー 

第 11回 生理機能部門研修会 

 

◆テーマ：画像検査における臨床検査技師の役割 

◆目  的：近年の臨床では、撮影された画像を基にした診断・治療というケースが増

加しており、生理検査に携わる技師には、確実な診断に結びつく画像の記録

が求められている。 

本研修会では、画像分野で活躍している臨床検査技師の他に、循環器内科

医・放射線科医も招聘し、参加者の技術の向上や知識を深めることを目的と

した。 

◆日  時：平成 25年 1月 13日（日）9:30～ 

◆会  場：厚生連 鶴見病院（別府市鶴見 4333） 

 

◆講演内容（プログラム）予定 

9:00-9:30 受付 

9:30-9:40 開講式 オリエンテーション 

 

9:40-10:40  教育講演Ⅰ 

「どうとる？どうみる？眼底検査」  

大分大学医学部眼科   

医局長 山田 喜三郎先生 

10:50-11:50 教育講演Ⅱ 

「仮）超音波検査に関する最新技術」 

               日立アロカメディカル（株） 

                           開発技術部 

・・・・・・ 昼食 ・・・・・・ 

 

12:50-14:20 特別講演Ⅰ 

「マルチソノグラファーをめざして」 ～血管エコーから考える～       

                福岡市医師会成人病センター 

古藤 文香先生 

14:30-15:30 特別講演Ⅱ 

「頸動脈狭窄症に対するステント留置術と断層画像診断」     

                   大分大学医学部付属病院 放射線科助教 医局長 

                          柏木 淳之先生 

15:40-16:50  特別講演Ⅲ 

     「明日から役に立つルーチン心エコーのポイント 」 

-循環器内科医が臨床検査技師に求める基礎知識- 

高木内科クリニック 

院長 高木 昭先生 

http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E7%97%85%E9%99%A2&IE=UTF-8&from=goomail-keyword&PT=goomail-keyword


12月1日 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会（ウィルス肝炎） 生体検査 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 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　未定 熊本市 微生物・公衆衛生研究班研修会 検体検査 専門 20

未定 熊本市 輸血検査研修会 検体検査 専門 20

未定 八代市 城南地区研修会

1月22日 熊本市 血液検査研究班研修会 検体検査 専門 20

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

1月26・27日 熊本市 平成24年度日臨技九州支部病理細胞研修会 検体検査 専門 20

2月　未定 熊本市 一般検査研究班研修会 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

未定 合志市 熊本市周辺地区研修会 検体検査 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

未定 熊本市 画像生理研究班研修会 生体検査 専門 20

未定 熊本市 機能･神経生理研究班研修会 生体検査 専門 20

2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

   ＊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」

1２月～２月研修会予定表
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