
 

 

平成２３年度 第４回理事会 

 

  日 時 ： 平成24年3月3日（土）15：00～17：00 
  場 所 ： 熊臨技事務所（熊本市大窪1-6-3） 
１、開会；瀧口巌会長が議長として開会宣言 
２、出席者確認（資格審査）；出席者（委任状含む）の確認・報告 
  出席者 ：瀧口、上原、原田、松本珠、山本、（坂本）、（池田）、田中、徳永英、増永、中潟、寺本、（石

橋）、山平、渡辺、（作元）、鬼塚東、室原、（鬼塚寛）、松本恵、坂口、矢野、西山、徳永好、（佐
藤）、（安原）、（伊藤）、民本、（川端）、上田、林       （ ）＝委任状もしくは欠席 

  ＊理事会定員３１名（理事２９名・監事２名）： 定足数１／２（１６名）以上の出席 
３、会長（議長）挨拶 
４、議事 
＜報告事項＞ 

（１）会長報告；日臨技関係（会長選挙について、2/5役員候補者選出委員会；九州からは瀧口、佐賀県堤氏）
九臨技会議報告（日臨技九州支部と九臨技会の２つの体制、九州各県60周年式典；熊本はＨ25の2月～
3月を予定） 

（２）各部報告 
   ①総務（松本）、②広報（山本）、③組織（坂本）、④渉外法規（田中）賛助会員Ｈ23は46社、⑤事業(池

田)3/23臨床検査講習会、⑥学術（徳永）：医学検査くまもと応募状況→応募要項の変更も⑦生涯教育
（増永）；助成金制度の変更、研修会申請制度の変更？）ﾒｰｶｰの協力依頼は？→まだ日臨技の基準が定
かではない。⑧経理（中潟）予算案についてＨ24から会計基準変更必要（県の指示で大きな変更）、Ｈ
23年度中間報告、九州学会会計報告など、⑨特別事業（寺本）；一般法人申請に伴う定款変更をＨ24年
度定期総会で予定      

（３）熊臨技委員会開催について；表彰推薦、女性部会、臨床検査標準化（精度保証に改名）、役員推薦（会

長賞について推薦者があれば、委員長へ連絡） 

（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、中潟、増永、田中 
（５）第 47 回九州学会（宮崎県担当）平成 24 年 11 月 17 日（土）～18 日（日）、宮崎観光ホテル 
 ①日臨技役員（九州支部長佐藤大分会長、丸田長崎副会長、西浦福岡理事）、九臨技会長（瀧口熊本会長） 

（６）第 61 回全国学会（三重県担当）開催予定；Ｈ24.6 月９日（土）～10 日（日）、津市、 
＊一般演題座長熊本から推薦（坂口司、福田浩喜、磯崎将博、岩山義雄）、事前登録（3/1～4/25） 

（７）その他； 
  ①熊本シティ FM 放送予定水曜 14:00～15 分､予定 3 回(H24 年 6/20､6/27､７/18) 
  ②九州各県執念記念祝賀会への出席；福岡（1/21 瀧口）、沖縄（1/28 瀧口）佐賀（2/11 上原） 
  ③日臨技Ｈ23 年度第 2 回定期総会、日臨技連盟連絡責任者会議；Ｈ243.24 東京 
＜協議事項＞ 
（１）平成 23 年度第 2 回総会(24 年度予算総会)、厚生労働大臣表彰・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；24 年 3 月 17 日（土）、会場；15:00～同仁堂ﾎｰﾙ 
 ②受賞祝賀会；厚生労働大臣表彰（瀧口巌氏）、知事表彰（山本典夫氏）、18:30～、ﾆｭｰｽｶｲﾎﾃﾙ 
（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

赤健管センター）、実行委員長；寺本弘二（熊本保健科学大学）、教育講演演者決定、18 題応募、７研究

班が県学会時の実習・ランチョンに協力、県学会前日をあじさいセミナーに予定（懇親会も実施）  
＊本学会で定款変更を予定 

（３）平成 23 年度第２回総会議案書の理事会承認 
（４）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 月末未定、担当；城南地区（場所；八代市）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） 
（５）平成 23 年度第４回以降理事会開催について 
  ①平成 24 年度第１回；平成 24 年 5 月～６月の予定（土）；熊臨技事務所 ＊Ｈ24 年度第１回総会議案

の承認；Ｈ23 年度事業活動・決算報告、役員改選など 
 
 
 
 



 
 
（６）その他  
 ①第 5 回（平成 23 年度）熊本県医療・保健・福祉連合学会；H24.3.20（日）崇城大学市民ﾎｰﾙ 
 ②日臨技会長選挙；立候補者２名（高田鉄也、宮島喜文）の推薦について熊臨技としての対応 
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；Ｈ24 年度第１回総会で提案 
＊現正会員 956 名中 3/4（717 名）以上の出席（委任状含む）で過半数の賛成が必要 
 
 

５、その他 
・日臨技施設認証制度について（熊本県での認証施設が少ない） 
・日臨技 生涯教育研修制度について（生涯教育推進研修会助成金 １研修会５万円、最大２０研修会上限

100 万円の予定 → まだ詳細が発表されないので、当分は生涯教育部で実施申請受付） 
・研修会の参加について；技師以外の医療職の参加はＯＫ 検査技師で技師会未入会者は必ず会費を取って

ほしい。 
 
６、閉会                  

以上  



平成２３年度 第12回常務理事会 
  日 時 ： 平成２４年３月１３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、増永、中潟 

 欠席者 ： 徳永、寺本 
１、会長報告；日臨技（日臨技会長選挙について；他県で投票用紙の不備報告あり、投票方法についての意見）九臨技 

関係（支部役員について；副支部長をメール審議）九臨技60周年；宮崎県H24.5/19、鹿児島県H25.1/16）
その他（県からＴＰＰ協定の情報連絡会Ｈ24.3.5 出席；瀧口、原田、厚労省社会保障・税一体改革

説明会Ｈ24.3.9 出席；上原、中潟） 
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、くまもと医学検査の発行やや遅れ 
   ・組織（坂本）；プライマリケア学会の動向、Ｈ24医療・保健・福祉連携学会状況    

・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（10/13,14が健康フェスか） 
・事業（池田）； H23臨床検査講習会（3/12）42名参加         

   ・学術（徳永）；学術委員会・班長会議、県学会支援 
   ・生涯教育（増永）；生涯教育研修会等の開催（日臨技実施要項がまだ未定）    

・経理（中潟）；第46回九州学会決算と平成24年度予算案、決算報告は４月7日まで厳守 
   ・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年度第4回理事会開催結果；平成24年3月3日（土）15：00～場所：熊臨技事務所 

＊会場出席23名、委任8名、欠席０（平成24年度事業計画案、予算案等承認） 
 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）熊臨技会計監査；Ｈ24.4.28（土） 熊臨技事務所 役員13：00～ 監事15：00 ～ 
 （２）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）出演者が未定な

ので早急に検討。 
 （３）九州各県周年記念祝賀会等の開催案内；宮崎、鹿児島は前述、大分、長崎、熊本は未定 
（４）日臨技平成23年度第2回総会；Ｈ24.3.24（土）、東京、熊臨技より議長（上原）、資格審査（増永） 

  ＜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 ：島本浩二（熊本市民病院） ②資格審査・議事運営：岩山義雄（熊本中央病院） 
樫本泰志（日赤熊本健康管理センター）③書記（ノート）：福吉葉子（熊本大学病院）、中村祐美子（日赤熊本病院） 

 ④議事録署名人：工藤圭子（熊本市医師会）、松嶋和美（保健科学大学） 
（２）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）熊本全日空ニュースカイ 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）演題１８題あり 

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24年度第1回理事会開催予定；5月26日（土）を予定15：00～ ：熊臨技事務所（23年事業報告決算案）

５、平成24年度あじさいセミナー予定；平成24年6月23日（土）県学会前日；交通センターホテル 
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（高田鉄也、宮島喜文）；熊臨技の対応 →推薦および投票のよびかけ 
（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；3月17日総会で方針説明、平成24年度第1回

総会で承認をめざす。＊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4月17日（火）18：30～ 熊臨技事務所                以上 
 



平成 24 年度年会費の納入等について 
 

会費の納入について 
口座登録をしている方 

平成 24 年 2 月 27 日に口座振替をいたしましたので、ご登録の通帳でご確認ください。な

お、平成 24 年 1 月 10 日までに口座登録用紙を提出したにも関わらず、振り替られていな

い方には、振替出来なかった理由と共に、再振替等のご案内文をお送りいたしますので、

案内文に基づいてお手続きください。 
コンビニ支払いを選択している方、登録用紙未提出の方 

事務局から 24 年度のコンビニ支払い用紙を送付済みですので、平成 24 年 3 月 31 日までに

お支払いください。なお、平成 25 年度の年会費の振替日（平成 25 年 2 月 27 日を予定）ま

でに口座振替の登録が出来ていない場合、平成 25 年 6 月 1 日以降全員加入保険の更新が出

来ませんので、同封の登録用紙を速やかにご提出ください。 
年会費 

日臨技年会費（10,000 円）+ 熊臨技年会費（6,000 円） 
新入会時は日臨技会費に別途 2,000 円が必要です。 
請求書の発行について 

平成 24 年度年会費の請求書は、会員専用ページからダウンロードしてください。 
領収証の発行について 

平成 24 年度年会費の入金確認後に領収証の発行が可能となりますので、会員専用ページか

らダウンロードしてください。 
※ 2 月 27 日に口座振替  3 月 10 日から発行可能 
※ 3 月 27 日に口座振替  4 月 10 日から発行可能 
※ コンビニ支払の場合送金されてから約 10 日後から発行可能 
平成 24 年 3 月末日で退会予定の方へ 

平成 24 年 2 月以降に退会届を提出された方は、平成 24 年度年会費の振替停止処理が間に

合わず年会費の振替が完了されている場合がありますのでご登録の通帳でご確認をお願い

します。 
年会費は返金します。「会費返金依頼書」を 4 月以降にホームページに掲載しますので、必

要事項を記入のうえ当会事務所へ提出ください。 
お問い合わせ先 
コンビニ支払い、退会予定者の返金依頼について 
社団法人日本臨床衛生検査技師会 03-3768-4722 
口座振替について 
新制度事務代行会社 （株）メディクプランニングオフィス 0120-006808 
                           

（日臨技ホームページより転載） 



（社）熊本県臨床検査技師会 

会    長 瀧口 巌 

生涯教育部長 増永 純夫 

 

 

「あじさいセミナー２０１２」のご案内 （一次） 
 

 

本年も恒例のあじさいセミナーを下記のとおり開催いたします。 

今回は 6 月 24 日の熊本県医学検査学会のプレイベントとして 
学会との共同企画としましたので、学会参加予定の方も多数 
ボウリング・懇親会に参加していただきますようお願い致します。 
 
 

記 

 

開催日 ：平成２４年６月２３日(土)  

 

会 場 ：交通センターホテル 

 

内 容 ：新人教育セミナー（ニュース版５・6 月号に掲載） 

ボウリング大会 

     懇親会 

     （懇親会のみの参加も歓迎します） 

 

受講料 ：１０００円（セミナーのみ） 

 

懇親会 ：１０００円（新卒・入会予定者、ボウリング代含む） 

     ４０００円（一般会員・ボウリング代含む） 

     ３０００円（一般会員・懇親会のみの場合） 

 

 

問い合わせ ：〒８６２－０９６５ 熊本市田井島１－５－１ 

                 熊本中央病院 検査科 

                 増永 純夫  

電話 096-370-3111  

FAX 096-370-4028 

 

担 当 ：(社)熊本県臨床検査技師会（生涯教育委員会） 



第９回日本神経生理検査研究会 

九州地区講演会のご案内 
 

 

日本神経生理検査研究会会員の皆様、日頃より当会の運営につきまして、格段のご配慮

とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

今年も研修会を下記の要項で開催いたしますが、事務局の不手際で準備開始が遅れてし

まった関係で、年度が変わってしまったことをお詫び申し上げます。 

今年は「ＰＳＧ検査」をテーマに、神経生理分野と呼吸器分野の異なった視点から２講演

を予定しております。多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 
※ 参加を希望される方は、下記連絡先までFAXまたはメールにてご連絡下さい。 

 

記 

 

日 時 ： 平成24年4月21日（土） 13:30～ 

場 所 ： 熊本機能病院 南舘中ホール 

参加費 ： 1,000円（日本神経生理検査研究会会員） 

                   （非会員1,500円） 

 

 

講演Ⅰ   『メカニクスの観点から解析する呼吸/PSG検査において』 

チェスト株式会社 ベンチレーター事業部   宮田 啓吾 先生    

 

講演Ⅱ   『ＰＳＧ検査～神経内科からの依頼～』  

潤和会記念病院 脳神経センター   八木 和広 先生    

 

 

主催：日本神経生理検査研究会九州支部 

共催：チェスト株式会社        

 

連絡先                      

日本神経生理検査研究会九州地区事務局             

〒860-8518 熊本市山室6-8-1 

 熊本機能病院 神経生理センター内 

TEL 096-345-8111: FAX 096-345-8188 

E-mail coknpe@yahoo.co.jp 

mailto:coknpe@yahoo.co.jp


会場案内 

 
熊本機能病院 

住所：熊本市北区山室 6-8-1 ＴＥＬ：096-345-8111 

 

駐車場は充分あります。 

 

 

路面電車／国道3号線の水道町

交差点から北上5km 

 

国道387号線に右折後すぐ 

 

 

熊本機能病院併設 

熊本健康体力づくりセンター

（南館）２F 中ホール 

 

 

 

 

 



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勉強会（心臓基礎）を開催する運びとなりました。近年、

超音波医学の進歩は著しいものがあり、その特殊性・有用性に対応出来る豊富な知識と高度

な技術が求められています。今回、画像生理研究班では新人技師の方や心エコーを始められ

た方を対象に勉強会を企画致しました。少しでも皆さんのレベルアップにつながればと考え

ております。また現在も心エコーに携わっている方でも知識の整理や確認といった意味でも

参加されてはいかがでしょうか。 
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：２０１２年 ５月１８日（金） 午後７：００～ 

場 所：済生会熊本病院 外来がん治療棟４階 コンベンションホール 

演 題：心エコーの基礎 

演 者：済生会みすみ病院検査室 川野 笑子技師 

コメンテーター：済生会みすみ病院循環器内科 庄野 弘幸 先生 

 

 

参加費：技師会会員 無料 

非 会 員 3000円 

 

 

 

 

問い合わせ先：画像生理研究班 

済生会熊本病院中央検査センター 浪崎秀洋 

ＴＥＬ０９６－３５１－８０００（内線２００１） 



平成24年4月～7月研修会予定表

4月12日 熊本市 一般検査研究班研修会(一般認定試験について） 検体検査 専門 20

4月24日 熊本市
血液検査研究班研修会（自動血球計数の基礎知識・装置から見た血
液細胞）

検体検査 専門 20

4月26日 熊本市
病理・細胞検査研究班研修会（迅速処理装置Histraシリーズによる
病理検査の効率化）

検体検査 専門 20

未定 熊本市 輸血検査研修会（認定輸血試験報告会） 検体検査 専門 20

未定 八代市 城南地区研修会 20

未定 人吉市 人吉・球磨地区研修会 20

5月10日 熊本市 一般検査研究班研修会(尿検査） 検体検査 専門 20

5月22日 熊本市
血液検査研究班研修会（血液検査の落とし穴・ヘモグラム・凝固検
査に関して）

検体検査 専門 20

5月12日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（第1回症例検討会） 検体検査 専門 20

未定 熊本市 微生物・公衆衛生研修班　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（心電図講習会１） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 画像生理研究班（心エコー基礎 ） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 輸血検査研修会（血液型検査講演会） 検体検査 専門 20

未定 合志市 熊本市周辺地区研修会 20

未定 天草市 天草地区研修会（生化学） 検体検査 専門 20

6月14日 熊本市 一般検査研究班研修会(尿検査） 検体検査 専門 20

6月23日 熊本市 あじさいセミナー 技師会活動 基礎 20

6月24日 熊本市 熊本県医学検査学会

6月24日 熊本市 輸血検査研究班実技講習会（熊本県医学検査学会） 検体検査 専門 20

6月26日 熊本市 血液検査研究班研修会（末梢血細胞分類の基礎） 検体検査 専門 20

6月28日 熊本市
病理・細胞検査研究班研修会（病理検査に求められるEMK4-ALK融合
遺伝子陽性癌の診断）

検体検査 専門 20

未定 熊本市 熊本県標準化研修会 検体検査 専門 20

未定 玉名市 城北地区研修会 20

未定 八代市 城南地区研修会 20

未定 天草市 天草地区研修会（公衆衛生） 20

7月12日 熊本市 一般検査研究班研修会(未定） 検体検査 専門 20

7月24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

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班　パソコン教室

未定 熊本市 微生物卒後教育セミナー 検体検査 専門 20

未定 熊本市 機能・神経生理研究班（心電図講習会２） 生体検査 専門 20

未定 合志市 熊本市周辺地区研修会

未定 人吉市 人吉・球磨地区研修会

未定 天草市 天草地区研修会（遺伝子） 生体検査 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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