
 
 

平成24年度 第5回常務理事会 
 

日 時 ： 平成24年8月７ 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、上原、原田、松本（珠）、坂口、増永、中潟、寺本 
欠席  ： 山本、松本（恵）田中、池田 
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技関連（豪雨災害による被災者への見舞について、来年度参議選関連情報について） 

九州支関連（九臨技会則と予算案、各県60周年行事 熊本県はＨ25.3.23を予定、宮崎県提案合同研修会について）

その他（医専連合代議員会Ｈ24.7.26；瀧口、鬼塚（東）出席） 
各行事担当；定款および諸規定―寺本、矢野、鬼塚（寛）、増永、上原  会計（新法人申請）－中潟、徳永（好）、

工藤、増永 60周年記念行事―原田、松本（珠）、古閑、上原 
 ２、各部報告 

・総務（松本タ）；日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等、現法人での登記完了 
・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（坂口）；レクリエーション開催計画、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。 
・渉法（田中）；平成24年度賛助会員46社、健康フェスについて10/13,14 計画書提出 
・事業（池田）；平成24年度精度管理準備。    
・学術（徳永）；第45回県学会進捗状況、8/10研究班会議 
・生涯教育（松本エ）；生涯教育研修会開催案内・評価など；引き継ぎ中    
・経理（中潟）；一般社団法人移行へ伴う会計資料作成、日臨技助成金の支給方法変更に伴う会計の運用について  
・特別事業（寺本）；法人化移行状況説明  

 ３、平成24年度熊臨技委員会委員選抜 7月末までに会長に報告 
 ４、第45回熊本県医学検査学会進捗状況 
 ５、第47回九州学会（宮崎市）開催予定；Ｈ24.11.17～18 宮崎市宮崎観光ホテル 
   ・演題受付 （Ｈ24.6.1～7.31） 抄録（8.1～8.31）演題数115あり 
 ６、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）終了 

 （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、熊本3/23 
 （３）九州北部豪雨被災状況；熊本会員４名の情報を把握。 
 

＜協議事項＞ 
１、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 
＊熊本県の地域編成の検討 

２、第47回県医学検査学会・平成27年度総会開催計画(案) 未定 
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 

 ４、新法人移行に伴う申請手続きについて 
   ＊電子申請を行う準備完了 ＩＤとパスワードを設定した。次段階で諸規定見直し、公益事業計画、継続事業計画

必要、会計情報必要 
５、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 11/10もしくは12/1） 
６、その他 他団体からの研修会情報掲載について 
 

 ＊次回会議は 未定 場所 ：熊臨技事務所 

 
 



社）熊本県臨床検査技師会 
学術部 徳永英博 
担当 岩山義雄 

会 員 各 位 

熊本県臨床検査技師会 

平成２４年度 学術部講演会のお知らせ 
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。今年で第５回となります

学術部主催の講演会を下記の通り開催致します。今年は『頭頚部の臨床検査』をテーマに各研究班よ

り分かり易く講演して頂きます。また、特別講演と致しまして田尻甲状腺クリニックの田尻淳一先生

をお招きして甲状腺疾患に関する講演を賜ります。 
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 ： 平成 ２４ 年 １０ 月２７ 日（土） 

場 所 ： 熊本大学医学部 医学教育図書棟３Ｆ 第一講義室   

受付１２：３０～ 開会の辞１３：００～１３：１０ 

一般演題 

座長 熊本赤十字病院 山崎 卓技師 

１）化学・免疫・情報管理『甲状腺の検査について』  富田浩平技師（熊大附属病院中央検査部） 

２）神経・機能生理『頭頚部の臨床検査－神経生理検査でわかること』片山雅史技師（熊本機能病院） 

３）画像生理『検診で発見される甲状腺疾患』    山口輝樹技師（日赤熊本健康管理センター） 

休憩１４：２５～１４：３５ 

座長 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院     立山敏広技師 

４）微生物『頭頚部細菌感染症の臨床検査』     正木孝幸技師（化血研臨床検査センター） 

５）一般検査『髄液検査ってなに？～一般検査を中心に～』松岡拓也技師（済生会熊本病院） 

６）病理・細胞検査『頭頚部の病理・細胞検査』   井上博幸技師（熊本労災病院） 

休憩１５：５０～１６：００ 

特別講演  座長 熊本大学医学部附属病院 徳永英博技師 
 

『甲状腺疾患の診断と治療』 田尻甲状腺クリニック  田尻 淳一先生 
 

閉会の辞 １７：００～１７：１０ 
問合せ先 熊本中央病院 生理検査室 岩山義雄 tel370-3111（2504） 



平成 24 年 8 月 15 日  
（社）熊本県臨床検査技師会 

会 長 滝口 巌   
組織部 坂口 司   

会員各位 
｢研究班 対抗 ボウリング大会および懇親会｣のご案内 

 
9 月に入りましても残暑厳しい毎日ですが、会員の皆様におかれましては益々ご健勝

のこととお慶び申し上げます。恒例になりました学術講演会後のボウリング大会をご案

内いたします。昨年と同様に各研究班（1 チーム 4 名）による対抗戦となります。                     
学術講演会で脳に刺激を与え、ボウリングで足、腰、腕に乳酸が溜まった後は、アル

コールできれいに洗い流し、会員の皆様と親睦を深めていただければと思います。会員

の皆様、奮ってご参加くださるよう、お願い申し上げます。 
 
開催日：平成 24 年 10 月 27 日（土） 18：15 集合 18：30 スタート 
ボウリング会場：スポルト熊本（大劇ビル） 
懇親会会場：石松茶屋（栄通り／キャサリンズ Bar の前のビル 4F TEL 096-356-4266） 
会費：3000 円程度（ボウリング・懇親会費込み） 
申し込み締め切り：平成 24 年 10 月 12 日（金） 
申し込み方法：各研究班班長さんへ所属、氏名、連絡先（TEL）、ボウリング・懇親会参加

の有無（どちらか一方でも可）をご連絡ください。 
＜各研究班長＞ 
病理・細胞診検査   ：立山敏広 熊本中央病院     Tel 096-370-3111 
一般検査       ：外園宗徳 熊本医療センター   Tel 096-353-6501 
輸血検査       ：福吉葉子 熊大医学部附属病院  Tel 096-373-5817 
血液検査       ：逢坂珠美 熊本中央病院     Tel 096-370-3111 
化学・免疫・情報管理 ：今田龍市 くまもと森都総合病院 Tel 096-364-6000 
機能・神経生理検査  ：山崎 卓 熊本赤十字病院    Tel 096-384-2111 
画像生理検査     ：岩山義雄 熊本中央病院     Tel 096-370-3111 
微生物・公衆衛生   ：大隈雅紀 熊大医学部附属病院   Tel 096-373-5696 
 
各研究班班長さんにはお忙しいとは存じますが、取りまとめの上、担当の坂口までご連 

絡をお願い致します。 
（社）熊本県臨床検査技師会 組織部 
   済生会熊本病院 中央検査部 坂口 司 TEL 096-351-8000  FAX096-351-8780 
                 E-mail:tsukasa-sakaguchi@saiseikaikumamoto.jp 



                               平成 24年 8月吉日 
会員各位                           

（社）熊本県臨床検査技師会 
                           臨床化学・免疫・情報研究班 
 

     臨床化学・免疫・情報研究班勉強会のご案内 
 
謹啓 残暑の候、会員の皆様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、この度、臨床化学・免疫・情報研究班では下記の日程で「臨床検査における異常

値出現のメカニズムについて」勉強会を開催することになりました。特に、生化学検査に

おいて異常値出現のデータに対してどのように解釈してよいか、また対処法があるのか等

日頃悩むことがあると思います。 
 今回の勉強会では、異常値（パニック値）に遭遇した場合のデータの考え方や対処法な

ど詳しく説明して頂けると思います。興味のある方はふるってご参加下さい。 
謹白 

                  記 
 
【開催日時】 平成 24年 9月 26日（水）  18：30～20：00 

【開催場所】 熊大病院 中央検査部 （カンファレンス室） 
【参 加 費】 無料 
【講演内容】 臨床検査における異常値出現のメカニズム 
       「異常値の見方を考えよう」 
         ～腎臓編～ 
【講  師】 ベックマン・コールタジャパン  渡邊 正一 先生 
 
【会場案内】 

 

     問い合わせ先：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） 

中央診療棟 ３F 

中央検査部（カンファレンス室） 
 



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。 

今回は、3 施設の技師の方たちに自施設で経験した症例を報告してもらいます。 
学会の症例報告よりも、より身近な内容ですので気軽にご参加し下さい。 

謹白 

記 

 
日時 ： 平成 24 年 9 月 29 日（土曜日）  14：00～16：00（受付 13：30～） 

 

場所 ： 熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4F第 4 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：輸血症例報告 
    講演 1 熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部   和木 由希美 技師 
    講演 2 国立病院機構熊本医療センター 臨床検査科   下川 里美 技師 
    講演 3 健康保険人吉総合病院 検査部         堀川 朝子 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 



10月29日 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 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13/14日 熊本市 熊本市民健康フェスティバル 公益活動 基礎 20

10月23日 熊本市 血液検査研究班研修会（血液疾患と検査） 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

10月27日 熊本市 学術部講演会 検体検査 専門 20

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班（免疫勉強会）

未定 八代市 城南地区研修会

11月27日 熊本市 血液検査研究班研修会（症例検討会） 生体検査 専門 20

11月29日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（第3回症例検討会） 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 熊本市 機能・神経生理研究班研修会（呼吸機能検査） 生体検査 専門 20

未定 玉名市 第3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（情報管理） 検体検査 専門 20

未定 八代市 城南地区研修会

12月未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班（免疫勉強会）

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）

   ＊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」

10月～12月研修会予定表
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