
平成２３年度 第１１回常務理事会 
 

  日 時 ： 平成２３年２月１４日（火）18：30～22：00 
 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、池田、徳永、増永、中潟 

 欠席者 ： 寺本 
１、会長報告；日臨技（日臨技会長選挙について、役員候補選出委員会の報告）、九臨技関係（九臨技会議2/4報告） 
       九臨技60周年；宮崎県H24.5/19、鹿児島県H25.1/16）その他（市医連連理事会報告について、民主 
       党新春の集い（出席上原、原田）、西日本新聞医療最前線シリーズ執筆） 
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年会員名簿を発行 
   ・組織（坂本）；レクレーション開催計画、地区懇談会、プライマリケア学会の動向    

・渉法（田中）；平成24年度賛助会員の募集、医専連活動への参画 
・事業（池田）；平成23年度熊本県精度管理調査（報告会は1/28実施）、H23臨床検査講習会（3/12） 

   ・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（6編から5編に減少） 
   ・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、九臨技会議開催結果；H24.2/4（土）14：00～ 福岡市 出席；瀧口、上原、原田、増永、田中、中潟 
＊日臨技役員（九州支部長大分県佐藤会長、長崎県丸田副会長、福岡県西浦理事 以上3名を推薦）九州臨床検査技 
師会としてそのまま存続。会長は熊本県瀧口会長。 

 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）熊本シティエフエム放送出演予定；水曜14：00～15分、予定３回（H24.6/20,6/27,7/18） 
 （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 ①議長 ②資格審査・議事運営 ③書記（ノート） ④議事録署名人 執行部案をつくる 

（２）受賞祝賀会；厚生労働大臣表彰 瀧口巌氏、医事功労者知事表彰 山本典夫氏 
（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 →会長選挙投票、定期総会

委任状の書き方について、熊臨技から文書を会員向けに発送予定 
（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3月13日（火）18：30～ 熊臨技事務所                以上 



平成 24 年 2 月吉日 
臨床検査技師会会員 各位 
 

  日本細胞診断学推進協会 細胞検査士会       
熊本県支部長 河野 公成 

 
子宮頸がん啓発街頭活動参加者募集のご案内 

 
謹啓 余寒の候、会員の皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

ご存知のように、今若い女性の子宮頸がんが急増しています。子宮頸がんの原因がヒトパ

ピローマ・ウイルス（HPV）の持続感染であることは、HPV ワクチンが認可され、中・高

校生を対象にした公費接種が始まったことで周知されるようになってきましたが、まだま

だ検診受診率は低く、特に２０代女性の検診率は５％程度です。子宮頸がんは予防可能な

がんで、検診を受診していれば前がん病変、ごく初期のがんの段階で発見されるため、子

宮を残すことができ、子供を産めなくなる悲劇を防げます。 
本年も、細胞検査士会では子宮の日（4 月 9 日）を中心とした子宮頸がん検診啓発活動を

全国規模で展開することになりました。つきましては当熊本県支部におきましても下記の

ように予定しており、熊本県臨床検査技師会会員の皆様にも何卒ご協力賜りますようお願

い申し上げます。街頭活動に参加可能な会員の方は下記連絡先までご連絡お願い致します。 
謹白 

 
記 

 
１．日  時：平成 24 年４月 8 日(日)、13:00～16:00 
２．場  所：ゆめタウン 光の森店 
３．内  容：検診啓発のパンフレット、検診機関案内カードなどの配布 
４．募集人員：15 名 
５．締  切：平成 24 年 3 月 26 日(月) 

以上 
 

連絡先：〒862-8505 熊本市湖東１－１－６０ 
    熊本市民病院 臨床病理科 河野公成 
    TEL：096-365-1711 （内線 1245） 
    FAX：096-365-1757 
    E-mail：kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 

mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


第５回熊本県医療・保健・福祉連携学会案内 
 
開催日 2012 年３月２０日（火・祝日） 
会 場 崇城大学市民ホール（熊本市民会館） 
受 付 9：00～ 
開会式 10：00～10：15 
分科会 10：15～11：35 
    医療技術連携部会 
    地域リハビリテーション連携部会 
休 憩 11：35～11：40 
分科会 11：40～13：00 
    居宅支援連携部会・介護サービス連携部会 
    子どもを取り巻く環境連携部会 
 
昼 食 13：00～14：00 
シンポジュウム 14：00～15：25 

地域医療連携部会 「地域包括ケア」 
基調講演 15：30～16：30 

（市民公開講座） 「東日本大震災と地域連携体制の再構築」 

          日本医師会常任理事  石井 正三 先生 
閉会式 16：30～ 

 
詳しくは、熊臨技ホームページをご覧下さい。 

 

＊参加登録が必要です。参加費は技師会から補助致します。 

申込み先：熊臨技組織部 坂本 康弘 熊本赤十字病院病理部 
 TEL ：096-384-2392 FAX：384-8891     登録締め切り ３月 12 日 

氏 名 所 属 TEL 
   

   

   

 



 

平成 24年度 第 1回熊本県糖尿病療養指導研修会・総会 

テーマ：「 糖尿病の最新情報を知る 」 

 
 

○開催期日 平成 24 年 4月 8日（日） 
○開催場所 済生会熊本病院   
○参 加 費  500 円〔非会員及び 24 年度会費未納者は 2,000 円〕 
○認定内容 2 群（糖尿病療養指導）２単位申請中 

 

受  付（8時 30分～8時 55分） 

開会の辞（8時 55分～9時 00分） 

 
１．午前の部（9時 00分～12時 10分） 

    講演 1（9時 00分～10時 00分） 

    演題『糖尿病看護認定看護師の立場から』 

熊本労災病院看護師 本山詔誇 先生 
    

講演 2（10時 05分～12時 10分）途中 5分休憩 

    演題『最新の糖尿病事情』 

とだか内科クリニック院長 戸高幹夫 先生 

 

 

２．ランチョンセミナー  
講演 3《昼食をとりながら》（12時 20分～13時 20分） 

     演題『ドイツ・ハイデルベルク大学病院における栄養管理』 

                  熊本市民病院管理栄養士 佐藤悦子 先生 

 

３．午後の部（13時 30分～15時 40分）途中 10分休憩 

講演 4（13時 30分～15時 40分） 

演題『糖尿病と下肢動脈疾患』 

熊本労災病院 総合血管外来医師 土井英樹 先生 
 

 

連絡事項（15時 40分～15時 45分） 

研修会閉会の辞（15時 45分） 

 

総  会（15時 45分～16時 10分） 

 



 

平成 24 年度 第 1 回 熊本県糖尿病療養指導研修会・総会 

テーマ ～糖尿病の最新情報を知る～ 

《平成 24 年 4 月 8 日（日）開催》 

研修会参加申し込み用紙 

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、3月 26日（月）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、必ず下記の委任状を提出ください。〔FAX 可〕 

 
 
 
 
 
 
 
 

《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 
  
 
 

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。 

 総会に出席できないので          に委任します。 
 

施設名                   氏名         ㊞ 
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