
 

 

平成 24年度 第１回理事会 

 
  日 時 ： 平成24年5月26 日（土）18：00～20：00  
  場 所 ： 崇城大学市民ホール（熊本市民会館 第７会議室 ） 
 
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：日臨技定期総会（5月26日 東京）報告、九臨技関係（九臨技会長就任報告） 
（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、翌月ﾆｭｰｽ版発行準備、平成23年会員名簿の発行等 
 ・組織（坂本）；レクレーション開催計画、地区懇談会計画、県医療保健福祉団体協議会への参画等 
 ・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等（医専連30周年計画） 
 ・事業（池田）；平成24年度熊本県精度管理調査準備、標準化の推進等、 
 ・学術（徳永）；学術委員会班長会議、県学会への支援等 学術講演会 
 ・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    
・経理（中潟）；平成23年度決算、平成24年度予算案、24年度前渡金について 
・特別事業（寺本）；新法人対応、設立60周年記念行事の開催計画等 

（３）平成23年度表集推薦委員会（Ｈ24.5.26 熊本市民会館 食堂17：30～）開催結果について 
    平成24年度第１回総会時の熊臨技会員表彰候補者の推薦・選考について 
  ・学術奨励賞 ：上野麻由美、田邊智子（熊本市民病院）、会長賞：園田奈穂子（沢田内科）、 
   永年職務精励者表彰（27名） 
（４）平成23年度役員推薦委員会開催結果について（平成24年3月3日13：00～、熊臨技事務所） 
（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 
（６）第61回全国学会（三重県担当）：平成24年6月9日、10日 津市 
（７）その他 

①熊本シティエフエム：水曜14：00～１５分（Ｈ24/6/20（熊大；福吉技師）、6/23（輸血関連）7/18未定） 
②九州各県検査技師会記念行事（福岡、沖縄、佐賀、宮崎完了） 
③九臨技会議；Ｈ24.6.2（土）～福岡市、④ 日臨技第１回定期総会；前述 10：00～東京出席；瀧口 

＜協議事項＞ 
（１）第44回県医学検査学会･平成24年度第1回総会開催計画；平成24年6月24日(日)熊本保健科学大学 

＊学会長；瀧口 巌氏（日赤健管）、実行委員長；寺本弘二氏（熊本保健科学大学） 
＊平成24年度第１回総会(23年度決算総会)23年度事業活動・決算報告等 

総会役員案 ＊ 議長1、資格審査・議事運営委員2、書記（ノート）2、議事録署名人2 
（２）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) 

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）（３）平成25年度第１会総会（24年度決算総会） 
（３）平成24年度第2回理事会予定；Ｈ24.6.24（日）14：50～ 保健科学大学、新役員紹介、常務理事選出 
（４）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 
（５）平成24年度第１回総会(23年度決算総会)23年度事業活動・決算報告の承認を図る 
   ＊平成24年6月24日 10：40～12：10 会場；熊本保健科学大学 
   ＊総会案審議、タイムスケジュール案提示、質問および要望事項など 
  ①平成23年度事業報告（総括、各部）委員会報告（標準化、女性部会）、会計及び監査報告 
  ②第46回九州地区医学検査学会報告 
  ③一般社団法人への移行決議（案）及び法人移行に伴う熊臨技定款変更（案） 
（６）その他 
 
５．その他 
６、閉会 
 
 

以上 



平成２４年度 第３回常務理事会 
 
   日 時 ： 平成24年6月12 日（火）6：30～21：00 
   場 所 ： 熊臨技事務所（熊本市北区大窪１－６－３） 
   出席者 ： 瀧口、上原、原田、松本、山本、坂本、田中、池田、増永、中潟、寺本、 
      欠席  ： 徳永 
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技新役員について；5/26の総会で承認交代、九州地区の議案についての投かん率が全国に比べ低

かった。九州支部役員―佐藤支部長（大分）、有村副支部長（鹿児島）丸田理事（長崎）、西浦理事（福岡）全国

学会Ｈ24.6.9～10で学会前日に理事会。研修会助成金500万円を全国７支部で均等割りの予定 
   九臨技関係；6/2九臨技会議 各県50周年記念行事 5/19宮崎県（瀧口出席）鹿児島県Ｈ25/1.26、大分県Ｈ25/3/9 
   その他；熊臨技総会対策―今回は定款変更のため会員の３/４以上の出席者が必要 
   東北地区技師会からお礼（九州学会剰余金寄付に対する） 
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、鹿児島県技師会事務局移転 
・広報（山本）；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、平成24年会員名簿の発行等準備中 
・組織（坂本）；レクリエーション開催計画、地区懇談会計画、県医療・保健・福祉協議会との連携  
・渉法（田中）；平成24年度賛助会員37社、健康フェスについて 
・事業（池田）；平成24年度精度管理準備。7/7標準化研修会。7/7～8九州ロット試料作製（佐賀大）    
・学術（徳永）；第45回県学会進捗状況 
・生涯教育（増永）；あじさいセミナー6月23日実施。出席者状況、生涯教育研修会開催案内・評価など    
・経理（中潟）；第46回九州学会決算と平成23年度決算、24年度前渡金について。 
・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について、定款案を会員に提示。 

 ３、第47回九州学会（宮崎市）開催計画案；平成24年11月17日（土）～18日（日）、宮崎観光ホテル 
   ・演題受付（6.1～7.31）、抄録（8.1～8.31）、発表７分・質疑応答2分 
 ４、第61回全国学会（三重県担当）：平成24年6月9日、10日 津市 
 ５、その他 

 （１）熊本シティエフエム：水曜14：00～15分（Ｈ24/6/20（熊大；福吉技師）、6/23（続技師；熊本血液センタ
ー）、7/18（原田副会長；化血研） 

 （２）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 
 （３）日臨技第１回定期総会；前述 10：00～東京出席；瀧口 

＜協議事項＞ 
１、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）；平成24年6月24日(日)熊本保健科学大学 
（１）学会長；瀧口 巌氏（日赤健管）、実行委員長；寺本弘二氏（熊本保健科学大学） 
（２）内容：特別講演１題、一般演題16題、ランチョンセミナー８題、実技講習会６題、学術症例講演、総会 
（３）平成24年度第１回総会(23年度決算総会)23年度事業活動・決算報告等 

総会役員案 ＊ 議長1、資格審査・議事運営委員2、書記（ノート）2、議事録署名人2 
  （４）平成24年度第１回総会時の熊臨技表彰について 

①学術奨励賞 上野麻由美氏・田邊智子氏（熊本市民病院）、②会長賞 園田奈穂子氏（沢田内科） 
③永年職務精励者表彰（27名） 

  （５）一般社団法人申請のための定款変更案の総会承認 
    5月末の正会員数 951名の３/４（７１３名）以上の出席（委任状含む）で過半数の賛成が必要 
２、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） 
   副学会長；小林敏郎（八代総合）実行委員長；井上博幸（熊本労災病院） 
（３）平成25年度第１会総会（24年度決算総会） 

３、第46回県医学検査学会・平成26年度総会 
＊日時場所案 Ｈ26.6月未定 、熊本市もしくは周辺地区 

 ４、平成24年度第2回理事会開催予定；6月24日（日）14：50～ 熊本保健科学大学 新役員理事会 
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 
  ＊内容：講演「接遇と医療安全」、技師会活動、班長・常務理事紹介、スポーツ、懇親会 
６、その他 熊本県法人化60周年記念式典の実施日について、医専連30周年の行事とぶつからないようにする 

 ＊次回会議は 7月 10日（火）18：30～ 場所 ：未定 



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。 

安全で適正な輸血医療を実施するにあたり、輸血検査だけでなく血液製剤の適正使用について知

識を持った技師の存在は、輸血に関わる様々な場面で臨床へ貢献することができることと思いま

す。合格率が低いために受験することを躊躇している人達がいるのではないかと考え、受験者の

経験談や試験における評価ポイントについてざっくばらんに話し、受験仲間を作り一緒に試験対

策を進めていきたいと思います。受験予定のない方ももちろん、気軽にご参加し下さい。 
謹白 

記 

 
日時 ： 平成 24 年 7 月 28 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  

前回広報時から日時が変更になりました。ご注意下さい！ 

 

※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：認定輸血検査技師試験対策集中講座 ① 
    講演 1「認定輸血検査技師試験受験報告～平成 23 年度合格～」 
         水俣市立総合医療センター 検査科  丸山 あゆみ 技師 
    講演 2「認定輸血検査技師試験対策講座」 
         国立病院機構熊本医療センター 臨床検査科  永田 雅博 技師 
     
    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 



熊本超音波画像研究会 
 

第 4 回熊本超音波画像研究会特別講演会開催のおしらせ 
 

謹啓 
向夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。このたび第４回熊本超音波画

像研究会を開催いたしますのでおしらせいたします。今回は奈良県立医科大学中央内視

鏡・超音波部 准教授 平井都始子 先生をお招きしてご講演いただきます。先生は長年に

わたり超音波検査に携わられ、造影剤の治験などにもご参加されており、興味のあるお話

が聞けると思います。また世話人による基礎講座や症例検討も予定しています。 
皆様、お忙しい中ではありますが、超音波検査に携わっている方のみならず、経験のな

い方もぜひご参加ください。 
謹白 

記 
日時：7 月 20 日（金） 18:30～20:50  

受付 18:00～ 
会場：くまもと県民交流館 パレア 9F 会議室 1 
   http://www.parea.pref.kumamoto.jp/ 
内容 
 情報提供「ソナゾイドの最近の話題について」  18:20～18:30 
              第一三共株式会社 

１．基礎講座「明日から使える、走査法のコツ」    18:30～19:00 
   高野病院 放射線科 美濃尚人 
２．症例検討 19:00～19:30 
 
３．特別講演 19:40～20:50        座長 熊本赤十字病院 放射線診断科部 

                                   西小野昭人 
「腹部超音波がん検診基準について」  

   奈良県立医科大学 中央内視鏡・超音波部 准教授 平井都始子 先生 
 

※ 参加費として 500 円徴収させていただきます。（熊本県放射線技師会会員は 300 円） 
 

世話人                       
熊本赤十字病院   西小野昭人、溝邉明日香    
済生会熊本病院   田上真之介、太田雄      

NTT 西日本九州病院 佐伯建彦           
熊本大学附属病院  小味昌憲、清水紀恵      
高野病院      美濃尚人、松本徹也、石井郁江 
熊本機能病院    高石朋毅           

共催 熊本超音波画像研究会 
   第一三共株式会社 
後援 社団法人 熊本県放射線技師会 

問い合わせ             
熊本赤十字病院 放射線診断科部  
TEL 096-384-2111(内線 7138,7140) 

西小野昭人 



熊本県糖尿病療養指導士会 

設立 20 周年記念事業 市民公開講座 

テーマ：「 糖尿病の基礎知識と最近の課題を知る 」 

 
 

○ 開催期日 平成 24 年 7 月 14 日（土）14 時～ 

○ 開催場所 くまもと森都心プラザ ５Ｆホール 

熊本市西区 春日一丁目 14-1 TEL 096-355-7400 

○ 主  催 熊本県糖尿病療養指導士会 

○ 共  催 日本糖尿病協会熊本県支部 

○ 参 加 費  無料 

○ 認定内容 2 群（糖尿病療養指導）0.5 単位申請中 

         

受  付（13時 30分～） 

開会の辞（14時～14時 10分） 

 
      

講演１（14時 10分～14時 40分） 

      演題『糖尿病患者家族からのメッセージ』 

DM 風の会 代表   陶山えつ子 先生 
    

 

講演２（14時 40分～15時 40分） 

      演題『糖尿病の基礎知識と最近の課題』 

熊本大学大学院生命科学研究部附属 
臨床医学教育研究センター 准教授 古川 昇 先生 

 

 

質 疑 等 （15時 40分～15時 55分） 

閉会の辞 （16時 00分） 

                ～   ～   ～ 

    事前の予約は不要です。興味のある方はぜひお越しください。 

くまもと森都心プラザは熊本駅白川口の正面にあり、熊本で一番高いビルに 

隣接しています。糖尿病療養指導士の資格ありの方は単位取得できます。 



（社）熊本県臨床検査技師会 

臨床化学・免疫・情報研究班 

 

パソコン教室の御案内 

 

謹啓 立夏の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、この度、臨床化学・免疫・情報研究班では下記の日程でパソコン教室を開催す

ることになりました。研究班でのパソコン教室は数年前に何度か行ってきましたが、最

近の情報分野研究班への要望として、統計を含めた勉強会を企画してほしいとの意見が

ありました。 

今回のパソコン教室では、そのような要望から統計手法を中心にしたパソコン（エク

セル）の活用について、基礎からはじめてみようと企画しました。 

参加につきまして特別な申し込み等は不要ですが、参加者への資料を準備するために、

参加希望の方は、平成 24年 7月 31日（火）までに下記担当者までご連絡下さい。 

謹白 
記 

 
1、期 日： 平成 24年 8月 18日（土）14:00～17:00 

2、会 場： 熊本保健科学大学 1号館 1400室（旧ＬＬ／ＰＣ教室） 

3、参 加 費： 無料 

4、講義内容： パソコン教室 

「このデータは…‘ちがい’のわかる検査技師をめざして」 

          ～‘ちがい’をみる統計手法の基礎について～ 

5、講 師： 株式会社ビー・エム・エル    秋山 功先生 

6、申込連絡先： 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 

 TEL :  096-373-5700   

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

7、連絡方法： 上記のTEL、E-mail等にて、平成 24年 7月 31日（火）までに 

参加をお知らせ下さい。 

 

   多くの皆様のご参加をお待ちしております!!    

 

 問合せ先：医療法人創起会 くまもと森都総合病院 (旧 NTT 西日本九州病院) 
                                    臨床検査科 今田 龍市（096-364-6000） 



臨床神経生理研究会 

平成 24 年 6 月吉日 

第２４回 臨床神経生理研究会のご案内 

謹啓  

先生には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、第 24回臨床神経生理研究会は下記の講師の先生方をお招きして熊本にて開催することになりました。
研究会会場は熊本機能病院ですが、宿泊・懇親会は熊本最大級の温浴施設を併設する菊南温泉ユウベルホテル
です。 

本研究会は、日本臨床神経生理学会の関連講習会を兼ね、参加された認定医もしくは認定技術師には更新点
数として 10 点が加算されます。また、若手の医師の方や各病院で神経生理学的検査に従事されておられる検
査技師の方々への啓発活動も行っております。本年も、ハンズオンセミナーを 2日目に企画しております。こ
のハンズオンセミナーのみの参加も可能ですので、皆様ふるってご参加下さいますようご案内申し上げます。 

敬具 

代表世話人：九州大学医学研究院臨床神経生理 飛松 省三 

当番世話人：熊本機能病院 神経生理センター 松永 薫  

 

記 

１．日 時：平成 24年 8月 25日(土)13時 ～ 8月 26日(日)15時 00分まで 

 

２．会 場：熊本機能病院 南館 大ホール 

〒860-8518熊本市北区山室 6丁目 8番１号 TEL: 096-345-8111, FAX096-345-8188 

 

３．内 容： 

■特別講演・1日目 ｢脳の中のナビゲーションシステム｣ 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 認知神経生物学分野 教授      泰羅 雅登 先生 

 

■特別講演・２日目 ｢CIDPの診断と治療：Update｣ 

千葉大学大学院医学研究院 神経科学部門 神経病態学講座 神経内科学 教授  桑原 聡 先生 

 

■教育講演・1日目 ｢家族性アミロイドーシスの診断と治療｣ 

熊本大学先端生命医療科学部門 脳・神経科学講座 神経内科学 教授      安東 由喜雄 先生 

 

■教育講演・２日目 ｢てんかんと脳波｣ 

産業医科大学 神経内科学 准教授                      赤松 直樹 先生 

 

■臨床検査技師や若手医師の方々へのハンズオン・セミナー（26 日午後） 

神経伝導検査等： 

千葉大学大学院医学研究院 神経科学部門 神経病態学講座 神経内科学    桑原 聡 先生 

脳波： 

産業医科大学 神経内科学                         赤松 直樹 先生 

大脳誘発電位(SEPを中心に)： 

九州大学医学研究院臨床神経生理                      緒方 勝也 先生 

 



 

４．宿泊、懇親会：菊南温泉 ユウベルホテル（http://kikunan-ublhotel.jp） 

〒861-5517 熊本市北区鶴羽田 3丁目 10番 1号 TEL:096-344-5600, FAX:096-344-5554 

 

５．参加費：宿泊・懇親会・研究会参加：18000円  研究会・懇親会参加(宿泊なし)：10000円 

研究会のみ参加：4000円        ハンズオン・セミナー参加：3000円   

（ハンズオン・セミナー参加の方は 2日目の研究会を聴講可能です） 

 

参加申し込み締め切り：７月 10 日(火曜日) 

 

６．演題募集：臨床神経生理学に関する一般演題を募集致します。 

200字程度の抄録(Wordファイル形式)を下記演題受付まで E-mailでお送り下さい。 

送付先 E-mail：juryousinkei@yahoo.co.jp   

 

参加申し込み締め切り：７月 10 日(火曜日) 

 

★参加申し込み・演題申し込み先★ 

熊本機能病院 神経生理センター 寺本 靖之 

〒860-8518熊本市北区山室 6丁目 8番１号 

TEL: 096-345-8111、FAX096-345-8188、E-mail：juryousinkei@yahoo.co.jp 

 

 

☆この御案内は代表者にのみ送付させていただいておりますので、関連の関係各位に御案内いただきますよう

お願い申し上げます。 

☆今回も 2日目に検査技師や若手医師の方々へのセミナーを予定しております(2日目だけの参加も可能です)

ので、お近くの病院や関連病院の方々へのご案内もよろしくお願い致します。 

 

 

★研究会問い合わせ先★ 

九州大学医学研究院臨床神経生理  

〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1  TEL: 092-642-5541，FAX: 092-642-5545 

事務局長 後藤 純信      E-mail：ygoto@iuhw.ac.jp，  

事務担当 大石 恵理子     E-mail：e-oishi@neurophy.med.kyushu-u.ac.jp 

 
 
 

http://kikunan-ublhotel.jp/
mailto:juryousinkei@yahoo.co.jp
mailto:e-oishi@neurophy.med.kyushu-u.ac.jp


※ お越しの際は、できるだけ公共の 

交通機関をご利用下さい。 

 

    第７回 九州ＤＭ検査セミナー  
  皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 九州地区におきまして 

「九州糖尿病臨床検査研究会」を立ち上げ、糖尿病診療に関わる臨床検査技師をはじめコメディカル 

の方々の情報交換の場として、例年『九州ＤＭ検査セミナー』を開催しています。 

 日々活動されている糖尿病療養指導士（ＣＤＥＪ，ＬＣＤＥ）の方や糖尿病に興味のあるコメディ 

カルスタッフの方々には、是非ご参加頂きたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

【日時】  平成２４年 ８月 １８日 （土） １３：００～１７：４０ 

【場所】 JR 博多シティ大会議室 福岡市博多区博多駅中央街 JR 博多シティ１０階 

         ＴＥＬ：０９２－２９２－９２５８（代表）  【参加費】 １０００円 （テキスト代含む） 

【申請単位】・日本糖尿病療養指導士認定更新の単位申請中〈第２群〉（１単位） 

           ・日本臨床検査技師会が認定する研修会単位申請中〈第１群〉（１単位） 

           ・下記の各地域糖尿病療養指導士会が認定する研修会（単位取得可能） 

             福岡（２単位），筑後佐賀（３単位），大分（０．５単位） 

     【申込方法】 申込用紙に記入の上、下記迄ＦＡＸにてご送付下さい。 

           同施設からの複数参加の場合は、連名でお願いします。 

     【申込締切日】 平成２４年８月１０日（金） 

     【申込・問い合わせ先】 事務局：佐世保中央病院  担当：今里 孝宏 

      ＦＡＸ：０９５６－３３－１５５２ ＴＥＬ：０９５６－３３－７１５１（６１７７） 

 

 

 

  送信先：佐世保中央病院 臨床検査技術部 （ＦＡＸ：０９５６－３３－１５５２） 

     

 

 

 

ご施設名：               ご連絡先 TEL： 

 

お名前 ：               （職種名              ） 

お名前 ：               （職種名              ） 

お名前 ：               （職種名              ） 

 

会場までのアクセス 

■ JR 博多駅 博多阪急 10 階 

レストラン街横 

右図の矢印の所です。 

第７回九州ＤＭ検査セミナー   参加登録申込書 



 

 ●機器・試薬セミナー  １３：０５～１４：０５ 

   座長：国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 臨床検査部 右田 忍 

   『 自己検査用グルコース測定器「ライフチェック」のご紹介 』 

   エーディア株式会社  営業本部企画室       戸沢 邦彦 氏 

 

   『 新しいＰＯＣＴ血糖測定システム「グルテストミント」のご紹介 』 

   株式会社三和化学研究所 診断薬事業部 開発グループ 柴田 善浩 氏 

 

   『 メタボリックシンドローム検査の最近の動向 』 

   アークレイマーケティング株式会社 学術センター   古田 仁志 氏 

 

 ●ＣＤＥとしての活動報告   １４：０５～１５：００ 

   座長：医療法人上ノ町・加治屋クリニック検査室  金竹 茂純 

『 ＣＤＥによるカンバセーションマップを使用した糖尿病教室 』 

社会保険下関厚生病院 臨床検査部     岸本 玲子 

 

『 臨床検査技師としての地域活動への関わり 』 

医療法人同心会 古賀総合病院 臨床検査部  中村 育代 

 

    休憩    １５：００～１５：２０    ～糖尿病関連検査機器展示会～ 

 

●特別講演    １５：２０～１６：３０ 

   座長：社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 健康管理部 今里 孝宏 

 

      『 疾病管理マップを用いた糖尿病医療連携 』 

   佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 教授 安西 慶三 先生 

 

    休憩    １６：３０～１６：４０  
 

●教育講演   １６：４０～１７：４０ 

  座長：佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 教授 安西 慶三 先生 

 

      『 エコーを活かした糖尿病患者の心血管診療の提案 』 

     九州大学医学研究院 病態修復内科  助教  小田代 敬太 先生 

 

 主催 九州糖尿病臨床検査研究会 

第７回九州ＤＭ検査セミナー プログラム 



平成２４年８～１０月予定表

8月未定 八代市 城南地区研修会

未定 天草市 天草地区研修会（一般・細胞） 生体検査 専門 20

9月13日 熊本市 一般検査研究班研修会(寄生虫） 検体検査 専門 20

9月25日 熊本市 血液検査研究班研修会（血液疾患講演） 検体検査 専門 20

未定 熊本市 機能・神経生理研究班（神経伝導検査） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 画像生理研究班（腹部エコー基礎 ） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 輸血検査研修会（不規則抗体講習会） 検体検査 専門 20

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班（九州ロット作製勉強会） 検体検査 専門 20

未定 玉名市 第2回城北地区研修会

未定 合志市 熊本市周辺地区研修会

未定 天草市 天草地区研修会（輸血） 生体検査 専門 20

10月11日 熊本市 一般検査研究班研修会(未定） 検体検査 専門 20

10月23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

10月25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 血液検査研究班研修会（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） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班（免疫勉強会） 検体検査 専門 20

未定 八代市 城南地区研修会

  ＊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。


	２．理事会報告
	３．常務理事会報告
	４．輸血検査研究班研修会案内
	５．第4回熊本超音波画像研究会案内
	６．糖尿病療養指導研修会プログラム
	７．パソコン教室案内
	９．臨床神経生理研究会案内
	１０．九州ＤＭ検査セミナー案内 
	１１．８～１０月予定表
	Sheet1


