
平成２３年度 第１０回常務理事会 
  日 時 ： 平成２４年１月１７日（火）20；30 ～ 
 場 所 ： 熊臨技事務所会議室 
出席者 ： 瀧口、上原、原田、松本、山本、坂本、田中、徳永、増永、中潟、寺本 

  欠席者 ： 池田  
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技（日臨技会長選挙について、役員候補者選出委員会出席2/5、瀧口）、九臨技関係（九臨技会議

2/4；九臨技60周年記念事業1/21福岡県（出席瀧口）、1/28沖縄県（出席瀧口）、2/11佐賀県（出席

上原）、公明党新春の集い1/13（出席瀧口）、民主党新春の集い2/3原田 
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（現在印刷中） 
   ・組織（坂本）；レクレーション開催計画、地区懇談会    

・渉法（田中）；平成24年度賛助会員の募集、1/13プロモーション委員会出席 
・事業（池田）；平成23年度熊本県精度管理調査、報告会は1/28（土）14：00県医師会館  

   ・学術（徳永）；学術委員会・班長会議、くまもと医学検査投稿状況 
   ・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＊例年通り進行    

・経理（中潟）；第46回九州学会決算と平成23年度決算案、24年度予算案について 
   ・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について 
３、熊臨技委員会開催予定について；表彰推薦、女性部会、臨床検査標準化、役員推薦など 
４、平成23年度臨床検査精度管理研修会開催；H24年1月28日（土）14：00～県医師会館 

 ５、第47回九州学会（宮崎市）開催予定；平成24年11月17日（土）～18日（日）、宮崎観光ホテル 
６、第61回全国学会（三重県担当）開催予定；Ｈ24/6/9～10、津市 
７、その他 
 （１）九臨技会議開催予定； 2月4日（金）14：00～福岡市、出席予定；瀧口、上原、原田、田中、松本、中潟 
 （２）九州各県周年記念祝賀会等の開催案内；福岡（1/21瀧口）、沖縄（1/28瀧口）、佐賀（2/11上原）  

  ＜協議事項＞ 
１、平成23年度第2回総会(24年度予算総会)、厚生労働大臣ならびに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）24年3月17日（土）15：00～ 同仁堂ホール 
   ＊総会役員選出案 議長、資格審査・議事運営委員、書記（ノート）、議事録署名人 

（２）受賞祝賀会（会場 ニュースカイホテル 18：30～） 
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；熊本市地区（会場；熊本保健科学大学） 
（２）学会長；瀧口巌（日赤健康管理センター）、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：八代）（２）学会長；佐藤泰彦（熊本労災病院） 
 実行委員長；井上博幸（熊本労災病院） 

４、平成23年度第４回以降の理事会開催予定について 
 （１）第４回 H23.2.26（土）15：00～ 熊臨技事務所 第5回H23.3.5（土）13：00～同仁堂ホール 
５、平成23年度第4回以降の理事会開催予定について 
（１）第4回予定；平成24年3月3日（土）15：00～ 場所；熊臨技事務所（24年度事業計画予算案） 
（２）第5回予定；平成24年6月未定（土）15：00～ 場所：熊臨技事務所（23年事業報告決算案） 

６、その他 
（１）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）崇城大学市民ホール 
（２）日臨技会長選挙候補受付（24年1月16～31日）；推薦について熊臨技の対応 
（３）一般社団法人申請のための定款改定案の総会承認について；次回で提案、平成24年度第1回総会で承認 
＊定款変更には正会員の3/4以上の出席（委任状含む）で過半数の賛成が必要 
 
 
次回会議は平成24年2月14日（火）18：30～ 熊臨技事務所  
 
   

 



平成２４年２月吉日 
 
会 員 各位 
 
 

（社）熊本県臨床検査技師会 
 会長 瀧口 巌 

 
 

平成２３年度 第２回定期総会開催通知 
 
 定款第１６条により平成２３年度社団法人熊本県臨床検査技師会第２回定期総会

（平成２４年度事業計画・予算総会）を開催するので会員各位の出席を要請します。 
 
 
 
 
 
 
日時：平成２４年３月１７日（土） 午後３時００分～ 
 
場所：同仁堂ホール （熊本市上通町２－７同仁堂ビル４階 096-325-8131 ） 
 
総会当日は、議案書（平成２４年 2 月ニュース版）、会員証を必ず持参してください。 
 
 
 
 
 
※委任状提出のお願い 
 平成２３年度第２回定期総会に出席できない会員は必ず委任状を提出してくださ

い。（同封の葉書に記名捺印し、施設の連絡責任者が責任をもって提出してください。） 
 
 
 
委任状提出期限 ；平成２４年３月９日（金） 
 



第 44 回熊本県医学検査学会演題募集のお知らせ 
 

第44回熊本県医学検査学会 
学会長    瀧口 厳  

 実行委員長  寺本 弘二  
 学会学術部長 平尾 真一  

  
第 44 回熊本県医学検査学会では演題を下記の要領で募集しております。ふるってご参加くださいます

ようお願いいたします。 
記 

１．学会開催期日：平成 24 年 6 月 24 日（日） 
２．学会会場  ：熊本保健科学大学（熊本市和泉町３２５） 
３．特別講演  ：１題予定 （ 未定 ） 
４．一般演題募集  

演題申込方法 ：下記あてに演題名、発表者、所属、連絡先(電話番号)を明記してe-mailでお申込

みください。 
   メールの件名には必ず、県学会演題とお書きください。             

申込み先    〒861-5598 熊本市和泉町３２５ 熊本保健科学大学 寺本弘二  
       e-mail  ： teramoto@kumamoto-hsu.ac.jp 

〆切     ：平成 24 年 2 月 29 日（水） 
   抄録〆切   ：平成 24 年 3 月 30 日（金） 
 
  抄録様式   熊本県臨床検査技師会ホームページ内の「演題受付」をご参照ください。クリック

すると書式が自動的に開きます。 
  提出方法   下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。 

また、確認のため、プリントアウトしたもの 1 部を下記あて先までお送りください。

（プリントアウトされたものは印刷原稿としては使用いたしません） 
 ※図、写真などの貼り付けでメール添付が不可能な場合は下記までご相談くださ

い。 
  抄録の印刷について 
         事務局にて文字の大きさ、フォント形式など変更する場合があります。 
  提出先：teramoto@kumamoto-hsu.ac.jp 
          〒861-5598 熊本市和泉町３２５ 熊本保健科学大学 寺本弘二 
                                                                        以上 
 

 

 

mailto:teramoto@kumamoto-hsu.ac.jp


                                 平成24年２月吉日 

 

会 員 各位 

 

                            社団法人熊本県臨床検査技師会 

 

 

瀧口巌氏の厚生労働大臣表彰受賞並びに 

山本典夫氏の医事功労者県知事表彰祝賀会のご案内 

 

 

謹啓 余寒の候 会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、当会会長の瀧口巌氏（日赤健康管理センター）が長年の臨床検査領域の技術開発、向

上に努力された事、かつ後進の指導育成への功績が認められ、厚生労働大臣表彰を受賞されました。

また、山本典夫氏（NTT西日本九州病院）が公益事業や地域保健事業等への貢献された事に対しまして、

熊本県医事功労者知事表彰を受賞されました。 

 両氏の受賞は、ご本人はもとより職場、本県技師会にとりましても大変名誉なことであり、心から

お祝いを申し上げますと共に今後益々のご活躍を祈念致したいと存じます。 

 つきましては、下記により祝賀会を開催致しますので、ご多忙の折とは存じますが何卒多数ご出席

戴きます様宜しくお願い申し上げます。 

                                       敬白 

記 

 

 一、日  時 ： 平成２４年３月１７日（土）１８：３０～ 

 一、場  所 ： 熊本全日空ホテルニュースカイ 

（熊本市東阿弥陀寺町2番地 TEL.096-354-2111） 

 一、会  費 ： 7000 円 

  ＊恐れ入りますが、施設連絡責任者の方は参加者を出席表にまとめ郵送又はFAX、e-mailにより３

９日（金）迄に下記までご連絡下さい。 

   以上 

連絡先 ； 〒８６０－００８３ 熊本市大窪１－６－３ （社）熊本県臨床検査技師会事務所 

      事務所 FAX 096-200-1221  

メールアドレス  kumaringi@tos.bbiq.jp  

 

発起人 

上原 正信（熊臨技副会長、熊本市医師会） 

原田 精一（熊臨技副会長 化学及血清療法研究所） 

田中 信次（日赤健康管理センター） 

今田 龍市（医療法人創起会NTT西日本九州病院） 

松本 珠美（熊本保健科学大学） 



            

連絡先  ： ８６０－００８３ 熊本市大窪１－６－３ （社）熊本県臨床検査技師会事務所 

       

FAX 096-200-1221 

                                      

瀧口 巌氏の厚生労働大臣表彰受賞並びに山本典夫氏の医事功労者県知事表彰祝賀会 

出席票 

 

                        平成２３年   月   日 

一、日  時 ： 平成２４年３月１７日（土）１８：３０～ 

一、場  所 ： 熊本全日空ホテルニュースカイ 

 

          

   施設名                  電話番号              

 

   参加者 

    氏名                 氏

名                  

 

   

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

 

  

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

    

通信欄 

 

 

                ＊３月９ 日（金）迄に出席者をご連絡下さい。 

 



 
 

会員各位 
 
 

天草地区講演会のご案内 
 
 
 

    謹啓 会員の皆さまには、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、天草地区２月の勉強会は、講師に三州会大勝病院 検査部の岡崎先生と 
福岡大学の阿南先生をお迎えし、下記のごとく企画いたしました 
多数のご参加をお待ちしております。 

 
 
                    記 
 
       日  時； ２月１８日（土） １４時００分～ 
        

場  所； 天草中央総合病院 ５階大会議室 
         

講 演Ⅰ； 「血栓止血検査の基礎」 
       講  師；  岡崎 智治先生   医療法人三州会大勝病院 検査部   

 
講 演Ⅱ； 「形態診断の秘策」 
講  師；  阿南 建一先生  福岡大学医学部腫瘍感染症血液内科学 
      

    
 

 
       問い合せ先； 民本 重一 
              健康保険 天草中央総合病院 検査部 
              TEL：0969-22-0011 
                                       



                           
平成 24 年 1 月 23 日 

会員各位 
  

球磨・人吉地区講演会のお知らせ 
 

  
大寒に入り寒さがましましたが、皆様体調いかがでしょうか？ 

さて、今年初めての講演会を 2 月 25 日（土曜日）に企画しました。 
テーマは乳腺についてです。4 名の方に夫々15 分程度、講演を

お願いしています。その後懇親会を企画しています。 
参加のほどよろしくお願いします。 
又、今回は診療放射線技師の方にもご案内いたしました。 
 
 

記 
 
時間  ２月 25日（土）17：00～18：00 
場所  球磨病院 
演題  1、乳腺の病理    人吉総合  山田技師 
    2、乳腺超音波    公立多良木 善福技師 
    3、マンモグラフィ  公立多良木 小宮技師（診療放射線技師） 
    4、自己診断        
 
懇親会 場所  未定 
    時間  18：30～ 

 
 

公立多良木病院 
安原 一惠 

 



平成24年3月

3月1日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（サーベイ） 検体検査 専門 20

3月17日 熊本市 熊臨技　定期総会 組織活動 基礎 20

3月27日 熊本市 血液検査研究班研修会（講演会） 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 熊本市 輸血検査研修会（症例検討会） 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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