
          年頭のご挨拶 
                                   社団法人 熊本県臨床検査技師会 
                     会 長   瀧 口 巌 
 
新年明けましておめでとうございます。 
会員の皆様には益々ご健勝で明るい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 
昨年中は本会事業に対してのご協力に対し、深く感謝申し上げますとともに、本年 

も本会の活動に対しさらなるご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 さて、昨年の大きな出来事を振り返ってみますと、やはりあのロンドンオリンピック 
ではないでしょうか。日本人選手の活躍のおかげで史上最多の３８個のメダルと共に、 
大きな感動と喜びを日本中に与えてくれたのは全国民の記憶に残るところです。 
一昨年の忘れてはならない、東日本大震災と福島原発の爆発事故で被災された人々が 
少しずつ復興されている中で、本当に元気の出る、明るいニュースではなかったで 
しょうか。また、身近な出来事で日臨技の会長選挙がありました。前体制に対して 
多くの会員からの批判があり、日臨技会長の交代を強く望む声が後押しし、現在の 
新体制が誕生しました。現執行部は会員の声を聞き、会員目線で日臨技事業を進める 
姿勢がうかがえるので、今後の活動に期待したい。 
 一方、熊臨技におきましては、大きな事業として新法人制度に伴う一般社団法人への 
申請が急務となってきました。平成２１年度より試行錯誤してまいりました申請手続き 
の準備におきましては、昨年６月の総会において、定款の変更を承認して頂きました。

その後定款に添った各種の会則の見直し作成、あるいは新しい会計基準に合わせた当会

の予算会計書類等の作成に対し、各担当理事の皆さんが数か月も掛かって修正・追加を 
繰り返し、１２月の理事会において承認をいただきました。現在は県への申請を済ませ 
県担当の方で確認作業中ですので、もうしばらく時間がかかると思います。 
 次に、昨年何度かお知らせしました当技師会の創立６０周年・法人化２５周年の記念 
事業を今年３月２３日（土）に予定しております。これにつきましても昨年から担当 
理事の方々に事業内容をまとめていただき、ほぼ事業案が出来てきたところです。 
 このように今年の初めには、一般社団法人の申請認可、当技師会の創立６０周年・ 
法人化２５周年記念事業、これらが終わりましたら６０周年の記念誌発行という大きな 
事業が次々と待っております。今年は当技師会において大きな節目の年となりますので、 
会員の皆様の今まで以上、より一層のご協力をお願いし、臨床検査技師の飛躍の年に 
出来ればと願っております。どうか熊臨技が一丸となって最良の年になりますように、 
また、会員の皆様にとっても素晴らしい年になりますように祈念いたしまして、私の 
年頭のご挨拶といたします。 
 



平成 24 年度 第 3 回理事会 
 

  日 時 ： 平成24年12月1 日（土）15 ：00～16：50  

  場 所 ： 八代ロイヤルホテル 

 

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 

  理事定員３２名（理事３０名・監事２名） ：定足数 １/２ （１７名）以上で成立を確認 

  出席者 ：瀧口 巌、原田精一、増永純夫、松本珠美、山本典夫、（坂口 司）、田中信次、（池田勝義）、徳永英博、 

（松本恵美子）、中潟順子、寺本弘二、石橋浩三、山平秀勝、（渡辺正剛）、三牧司佳、鬼塚東洋、室原康人、（鬼塚寛志）、

工藤圭子、川口謙一、（矢野俊昭）、佐藤泰彦、安原一恵、山田聡子、平井義彦、（尾崎睦哉）、（西山明美）、（徳永好美）、

古閑公治、（上田和夫）、上原正信                  （  ）＝委任状 

３、会長（議長）挨拶 

４、議事 

＜報告事項＞ 

（１）会長報告；日臨技関係（九州支部、支部会議報告）、九臨技関係（第47回九臨技支部医学検査学会、九臨技各県の今後の

60周年、平成25年度九州支部学会、復興特別税） 

（２）各部報告 

  ・総務（松本）；日臨技連絡、他団体との連絡事項、11月30日現在の会員数1014名 

  ・広報（山本）；ニュース版発行状況、くまもと医学検査発行準備 

  ・組織（坂口）；地区懇談会開催、研究班対抗ボウリング大会 

  ・事業（池田）；熊本県精度管理調査報告、標準化の推進など 

  ・渉外（田中）；賛助会員募集、広告募集H25.2/23～医専連30周年記念 

  ・学術（徳永）；班長会議開催、学術講演会開催報告、くまもと医学検査論文募集 

  ・生涯教育（松本エ）；事業開催登録、開催状況の日臨技への報告など 

  ・経理（中潟）；法人移行に伴う会計資料の作成、通常経理報告 

  ・特別事業（寺本）；法人化への対応（12月中に申請予定） 

（３）平成 24年度医事功労者県知事表彰候補者について; 第一候補（佐藤泰彦）～第五候補まで選出 

    今年度は熊本労災病院の佐藤泰彦氏を推薦、承認された。 

（４）第 47回九州学会（宮崎市）開催；平成 24年 11月 17日（土）～18日（日）、宮崎観光ホテル 

・11月 17日 15時現在の参加者 701名、2日間延べ 1000名強の参加 

（５）第 48回九州学会（福岡市）開催；平成 25年 10月 5日（土）～6日（日）、福岡国際会議場 

（６）第 62回日本医学検査学会（平成 25年 5月 18日～19日）；高松市、演題・抄録（10/4～11/30） 

・熊本県への座長依頼３名；生理（山崎）、輸血（永田）、微生物（大隈） 

（７）第 6回熊本県医療・保健・福祉連携学会（H25.3/2 13:00～19:00）の演題募集 

分科会演題抄録締切（12/20：テーマはがん患者等にかかわる連携） → 済生会坂口理事を推薦 

（８）九州各県周年記念行事（鹿児島；Ｈ25.1.26、大分；Ｈ25.3.9、長崎４月） 

 

＜協議事項＞ 

（１）第 45回熊本県医学検査学会進捗状況 

・日時・場所・テーマ：平成 25.6/23 八代ハーモニーホール、「過去から未来への臨床検査」 
・学会長（佐藤泰彦；熊本労災病院）、副学会長（小林敏郎；八代総合病院）、実行委員長（井上博幸；熊本労災病院） 
・特別講演；琉球大学山根教授、学会テーマに沿った内容 熊本労災病院山城先生、DMAT を含めた災害医療の内容 
・ランチョンセミナー３題（寄生虫他）、一般演題の募集延長、6/22 懇親会開催 
・平成 25 年度第１回定期総会を開催 

（２）第 46回熊本県医学検査学会の担当（熊本市周辺地区）と地域編成について 

   ＊周辺地区理事（菊池地域）と協議しながら学会担当を進め、同時に地域編成も検討していく。 

（３）第 47回熊本県医学検査学会の担当について    天草地区が担当することで前向きに検討 

（４）熊臨技創立 60周年記念事業の開催（平成 25年 3月 23日予定）、及び記念誌発行について 

   会場；ホテル日航熊本（200名）式典、講演会、懇親会を実施。総会をこの前の時間に同ホテルにて実施予定 

   講演会（16：00～；演者戸田奈津子氏）、会員の懇親会会費は１０００円程度、 

なお知事表彰祝賀会を兼ねる 

   記念誌についてはＨ25年度に発行予定 

 

 



 

 

（５）一般社団法人への移行を伴う申請手続きについて 

  ・平成 24年度熊臨技諸規定見直し、追加したものについて（資料参照） 

本理事会にて承認を得た。 この後速やかに申請予定。 

  ・申請に必要な会計情報は隈部会計事務所で入力。（特別事業・事務所設立基金の配分） 

（６）熊臨技各委員会の委員承認について（資料参照）  指摘事項を修正後、承認を得た。 

（７）その他  

①第 6回熊本県医療・保健・福祉連携学会の賛助金・広告について 

前回は広告は保健科学大学、賛助金は熊臨技より５万円（５口）であったので今回も同様 

②九州学会、全国学会の座長推薦について 

旅費、参加費が所属施設から出ないところは熊臨技から支給できるようにしてはどうか 

→支給する方向で金額、支給条件などを検討する。 

５．その他 

６．閉会   次回理事会開催時期は未定。                                 以上 



平成24年度 第9回常務理事会 

日 時 ： 平成２４年１２月１０日（月）18：30 ～ 21：00 
 場 所 ： 熊臨技事務所会議室（大窪1丁目6-3、TEL096-324-8477、FAX200-1221） 

  出席者 ： 瀧口、原田、増永、松本（珠）、田中、徳永、松本（恵）、中潟、寺本   
  欠席者 ： 山本、坂口、池田 
 
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技関係、九臨技関連など 
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（12/10現在1014名） 
   ・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 
   ・組織（坂口）；レクレーション開催計画、その他   

・渉法（田中）；平成25年度賛助会員募集、広告募集、医専連祝賀会、健康フェス計画 
   ・事業（池田）；平成24年度熊本県精度管理調査報告会（H25/1.2613：00～15：00、県医師会） 
   ・学術（徳永）；学術委員会・班長会議、くまもと医学検査原稿募集依頼 
   ・生涯教育（松本ｴ）；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）；新公益法人にともなう会計資料の確認、報告 
   ・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について 
３、平成24年度県知事功労者医事表彰推薦候補者について；理事会承認（熊本労災病院佐藤泰彦氏） 
４、第45回熊本県医学検査学会進捗状況 演題締切を１月20日まで延長（抄録締切3/10）現在演題数５題 
（１）日時・場所：平成25.6/23 八代ハーモニーホール、6/22 懇親会開催 
（２）講演会内容；テーマ「過去から未来への臨床検査」（特別講演 琉球大学山根教授；学会に沿ったテーマ、

熊本労災病院 山城先生；DMATを含めた災害医療を予定）ランチョンセミナー３題、 
 ５、第46回熊本県医学検査学会；  平成26年6月 熊本市周辺地区で開催決定 
 ６、第47回熊本県医学検査学会；  平成27年6月 天草地区担当で開催決定 
 ７、第62回全国学会（香川県担当）開催予定；Ｈ25/5/18～19、高松市 演題締切を12/14まで延長 
   座長依頼 熊本県に3名；生理（山崎技師）、輸血（永田技師）、微生物分野（大隈技師） 
 ８、第 6 回熊本県医療・保健・福祉連携学会（3/2 13：00～19：00）分科会演題抄録締切 12/20（テーマ；がん

患者にかかわる連携）発表は済生会熊本病院 坂口司技師 
 ９、平成24年度各委員会及び一般社団法人熊臨技規則の承認（12/1理事会にて） 
 
＜協議事項＞ 
１、熊臨技創立60周年記念事業の開催計画、記念誌発行 
（１）日 時；平成25年3月23日（土） ホテル日航熊本 
 15：30～16：00 解散・設立総会  16：30～17：30 講演会（戸田奈津子氏）、 
 18：00～18：40 式典       19：00～21：00 祝賀会（県知事表彰その他祝賀会を兼ねる） 
２、一般社団法人への移行に伴う申請手続きについて 
・平成24年度熊臨技定款、諸規定・規則見直し、追加はほぼ終了。12月１日の理事会で提案する。 
・申請に必要な会計情報は隈部会計事務所で入力中。理事会終了後に申請予定。特別事業、事務所設立基金の取り扱

いについて 
３、平成24年県知事医事功労者祝賀会の発起人開催 
４、熊本県医学検査学会でのランチョンセミナー実施時の参加数とりまとめについて→熊臨技事務局が協力 
５、第45回県学会の記念学会としての企画（功労者表彰など）→ 60周年祝賀会と同時とする 
６．座長依頼（九州学会、日臨技）の会員の出張費、参加費について→一部負担を考慮する H25年度から 
７．3月23日総会の議長、書記、議事録署名人、資格審査・議事運営委員→ 次回検討 
８．その他 
（１）平成25年度熊本シティＦＭ放送出演者 
（２）平成24年度プロモーション地区委員会の参加者（Ｈ25.2/1福岡商工会議所；田中理事出席） 
（３）熊本超音波研修案内・・・熊臨技は名義後援とする（負担金は拠出しない） 
（４）平成25年熊本市健康フェスの熊臨技担当部署大幅移動について→再度関係部署と協議 
（５）九臨技化学免疫部門卒後教育セミナー（8/3,4 熊本市で実施予定） 
次回会議は平成25年1月8日（火）18：30～ 熊臨技事務所                   以上 

 



第 45 回熊本県医学検査学会演題募集延長のお知らせ 
第 45 回熊本県医学検査学会 

               学会長 佐藤 泰彦 
副学会長 小林 敏郎 

実行委員長 井上 博幸 
学会学術部長 森口 美琴 

 
第 45 回熊本県医学検査学会では一般演題を下記の要綱で募集しております。 

奮ってご参加くださいますようお願いいたします。 
 

記 
 
1. 学会開催日：平成 25 年 6 月 23 日（日） 
2. 学会会場 ：やつしろハーモニーホール（八代市新町 5-20） 
3. 一般演題募集 
   申込方法：下記あてに演題名、発表者、所属、連絡先を明記して E-mail で 

お申込みください。 
件名に「県学会演題申込」と記入してください。 

   申込み先：〒866-0826 八代市竹原町 1670 熊本労災病院中央検査部 
          学会学術部長  森口 美琴 
          E-mail：ict@kumamotoh.rofuku.go.jp 
          TEL  ：0965-33-4151（内線 314） 
                    FAX  ：0965-32-4405 
 
   演題締切：平成 25 年 1 月 20 日 
   抄録締切：平成 25 年 3 月 10 日 
 
   抄録様式：熊本県臨床検査技師会ホームページの第 45 回県学会コーナーにあります 
        “県学会雛形”をクリックすると開きます。 
   提出方法：上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。 



平成２４年度熊本県臨床検査精度管理研修会 

開 催 案 内 

 時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 かねてより、熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会が行う臨床検査精度管理調査にご参

加ご協力頂き誠にありがとうございます。 

 さて、本会では今年度も標記研修会を下記のとおり開催いたしますので、検査室等にご

回覧頂き貴施設より多数ご参加頂きますようご案内申し上げます。 

 なお、本研修会は、平成２４年度の臨床検査精度管理調査結果報告会も兼ねております

ことを申し添えます。 

 当日は、本年度実施いたしました臨床検査精度管理調査の施設別結果報告書をお渡しい

たしますので、同封の受領書に職種（○印を付けて下さい）・ご氏名をご記入の上ご持参下

さい。 

 

施 設 長  様 

                         熊本県医師会長 福 田   稠 

                     熊本県臨床検査技師会長 瀧 口   巖 

 

1.実施主体 (社)熊本県医師会・(社)熊本県臨床検査技師会 

2.日時場所  平成 25年 1月 26日（土）午後 1時～3時 30分  

 熊本県医師会館 2階講堂 

3.研修内容            

1） 委員長からの提言                  

 臨床検査精度管理調査委員長（熊本大学大学院 教授）安東 由喜雄 先生 

2） 精度管理調査報告 
① 生化学検査 
② 免疫血清検査 
③ 血液細胞検査 
④ 尿検査 
⑤ 輸血検査 

  

 3）本年度の重点テーマ および 総合討論 

4.参加対象者 県下全医療施設の医師、看護師、臨床検査技師、その他 

5.申込み 

 ①参加申込方法 

 下記申込書により必要事項をご記入の上、熊本県医師会（〒860-0806 熊本市中央区

花畑町 1 番 13 号熊本県医師会内）へ郵送又は、FAX（096-355-6507）でお申し込み

下さい。 

 ②参加費用   無料 

 ③申込期限   平成 25年 1月 18日（金） 
なお、熊本県医師会館の駐車場は狭隘のため出来るだけ公共交通機関をご利用下さい。 

                      キリトリ 

平成 24年度臨床検査精度管理研修会参加申込書 H25 年 1月 26 日（土） 

施設名：                   電話番号：                        

参加者氏名 職   種 

  

  

  

  

 



平成 24年 12月 21日 

会員 各位 

熊本県臨床検査技師会会長 

瀧口 巌 

微生物・公衆衛生研究班班長 

大隈 雅紀 

熊本大学大学院生命科学研究部 

 産科婦人科学分野 大場 隆 

 

微生物・公衆衛生研究班 特別講習会のご案内 

平成 24 年度 第 2 回 ＢＶスコア講習会 

拝啓 厳寒の候、会員各位にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

微生物・公衆衛生研究班は、熊本県再生医療計画である「熊本型早産予防対策事業」

（研究責任者：大場 隆先生）から依頼を受け、2012年 9 月 15 日にＢＶスコアの普

及を目的に顕微鏡実習を含めたＢＶスコア講習会を開催しました。今回、ＢＶスコア

判定のさらなるレベルアップおよび標準化を目的に標記講習会を開催します。 

ご多忙の折とは存じますが、会員の多数のご参加をお願いいたします。 

なお、実習準備がありますので、参加ご希望の方は下記連絡先までご連絡ください 

（1月 18日締め切り）。                                                    

敬具 

記 

日 時：平成 25年 1月 26日（土） 14:00～  （受付 13：30～） 

場 所：熊本保健科学大学 講義：3 号館（一番新しい校舎）の 1階（講義室：3108M）  

実習：1号館（実習室：1305） 

 

プログラム 

1．熊本県における早産の現状と対策（14：00～14：20） 

 熊本大学大学院生命科学研究部 産科婦人科学分野准教授 大場 隆先生 

 

2．細菌性腟症（ＢＶ）と早産（14：20～14：40） 

 熊本大学医学部附属病院 産科婦人科 助教 三好 潤也先生 

 

3．顕微鏡実習（ＢＶスコア判定）・解説（15：00～17：00） 

 熊本大学医学部附属病院医療技術部  大隈 雅紀技師  

以上   

 

連絡先：熊本大学医学部附属病院医療技術部（臨床検査部門） 大隈雅紀 

TEL：096-373-5696、Mail：masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp 

 

mailto:masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp


関係各位                                                        平成 24 年 12 月吉日 

日臨技九州支部卒後研修会 

第 24 回血液検査研修会 開催案内 

                                                        日臨技九州支部支部長   佐藤元恭 

                                            九州臨床検査技師会会長  瀧口 巌 

                                              九州支部血液検査部門委員  牟田正一 

      謹啓  

会員の皆様におかれましては、益々のご健勝のこととお喜び申し上げます。 

この度、九州支部血液検査研修会を大分県で開催いたします。 

今回は、「検査データから血液疾患をさぐる」をテーマに、初心者の方にもわかりやすく、各分野

の先生に講演していただきます。鏡検実習は、受講者の方に診断までのプロセスを考えていただ

きます。各県会員皆様の多数の参加をお待ち申し上げます。                                           

謹白 

テーマ  「検査データから血液疾患をさぐる」 

主催  日本臨床衛生検査技師会 九州支部 

担当   (社)大分県臨床検査技師会 (血液検査研究班) 

会期  平成 25 年 3 月 2 日(土) 12 時 45 分～18 時     3 月 3 日(日) 9 時～13 時  

会場  日本文理大学医療専門学校 

参加資格 日本臨床衛生検査技師会会員  

参加人数 100 名 

参加費  10,000 円(テキスト、資料等含む)    ※宿泊は各自で手配してください。 

懇親会  場所：レンブラントホテル大分  TEL 097-545-1040   

時間：19 時 ～    会費：5,000 円 

申込方法 下記の必要事項をご記入の上、メールにて申込お願いします。 

必要事項      件名に九州支部血液卒後研修会申し込み 

       ①施設名・電話番号②氏名③会員番号④血液経験年数⑤返信アドレス⑥懇親会参加の有無 

⑦シャトルバス利用の有無（利用するバスをお書きください） 

3 月 2 日 A：ＪＲ大分駅→文理大 （A：１１：４５発大分駅上野の森口）  

Ｂ：文理大→ＪＲ大分駅→レンブラントホテル （Ｂ：１８：１０発文理大） 

3 月 3 日 Ｃ：ＪＲ大分駅→文理大 （Ｃ：８：００発大分駅上野の森口）   

Ｄ：文理大→ＪＲ大分駅（Ｄ：１３：１０発文理大）      

申込 E-mail hirosanct@fancy.ocn.ne.jp   ※ 添付ファイル形式はご遠慮ください。 

振込先  口座名：血液卒後セミナー 代表 山下広光   （受付完了後振り込まれてください） 

   豊和銀行 普通預金 店番 001 口座番号 1404577 

申込締切 平成 25 年 1 月 18 日（木)  ～定員になり次第締め切ります～ 

入金締切 平成 25 年 1 月 31 日(金) ～懇親会参加者は懇親会費を含めて 15,000 円をご入金ください～ 

事務局  大分赤十字病院 検査部 山下 広光・元永 多恵  

(問い合わせ)     TEL097-532-6181   E-mail  hirosanct@fancy.ocn.ne.jp               

(注意)       ※車でお越しの場合は、駐車場が利用可能です。（一回 100 円） 

      ※会員証で受付いたしますので、会員証をご持参ください。 



 

『日臨技九州支部卒後研修会 第 24 回血液検査研修会』   
テーマ：～検査データから血液疾患をさぐる～ 

【内容・スケジュール】 

開催日：平成 25 年 3 月 2 日（土曜日）3 日（日曜日） 
場所：日本文理大学医療専門学校 
 
内容： 
平成 25 年 3 月 2 日（土曜日）  午後 12：45～18：00 
   受付：12：15～ 
   オリエンテーション：12：45～    
 

 鏡検実習：                         13：00～18：00 
①６症例                      150 分（休憩・移動含む） 
②セラビジョンによる２症例の提示           150 分（休憩・移動含む） 
 

   懇親会：レンブラントホテル大分 19：00～  
   
平成 25 年 3 月 3 日（日曜日）  午前 9：00～13：00 
   講演（技師） 
    講演１：「ＣＢＣデータから考える血液疾患」          9：00～9：45 
      講師：池田 栄一郎 技師（佐世保市立総合病院） 
      座長：寺原 孝弘  技師（済生会日向病院） 
 
    講演 2：「凝固・線溶の基礎とデータの捉え方」         9：45～10：30 
      講師：民本 重一 技師（天草中央総合病院） 
      座長：水永 正一 技師（大分大学病院） 
 
    休憩                             10：30～10：40 
 
    講演 3：「表面マーカーの結果の見方、考え方」         10：40～11：40    
      講師：濱崎 典子 技師（長崎大学病院 ） 
      座長：染矢 賢俊 技師（国立熊本医療センター） 
 
    特別講演：「リンパ腫の分類と骨髄病変」            11：40～12：40   
      講師：大島 孝一 先生（久留米大学病院） 
      座長：佐分利 益穂 先生（大分県立病院） 
   
   閉会式 修了証書                        12：40～13：00 
 



【会場（日本文理大学医療専門学校）へのアクセス】 

[ＪＲ]  → ＪＲ大分駅 

博多 →約 2 時間 10 分 

小倉 →約 1 時間 20 分 

熊本 →約 2 時間 30 分 

宮崎 →約 3 時間 

鹿児島→約 3 時間 30 分 

 

ＪＲ大分駅→大在駅（約 15 分） 

 

大在駅→日本文理大 

（徒歩 約 20 分） 

 

[高速道路] 

 九州自動車道（鳥栖ＪＣＴ） 

        ↓ 

    大分自動車道 

        ↓ 

   東九州自動車道 

   （大分宮河内ＩＣ） 

        ↓ 

 国道 197 号線 バイパス 

   

【懇親会会場（レンブラントホテル大分）へのアクセス】 

 

大分ＩＣ から 約 10 分 

ＪＲ大分駅 上野の森口（南口） 徒歩約 8 分 

タクシー約 5 分 

 

 

 

 

 

 

 

『日臨技九州支部卒後研修会 第 24 回血液検査研修会』   

テーマ：～検査データから血液疾患をさぐる～ 



平成 24年１２月吉日 

会員各位 

社）熊本県臨床検査技師会 

一般検査研究班班長外園 宗徳 

 

「一般検査研究班尿沈渣研修会のお知らせ」 

 

拝啓 会員各位にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
一般研究班では下記の通り、尿沈渣研修会を開催します。午前中尿検査の話と午後より尿沈渣 

実習（基礎編）を行います。つきましては、受講人数に限りがありますので、受講希望の方は、 

下記の必要事項をご記入の上、１月末まで下記 mailまで申し込んで下さい。 

（外園宛と明記して下さい） 

ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様の多数の参加をお願いいたします。    

       敬具 

                     記 
日 時：平成２５年２月２４日（日）９:００～１６：３０ （若干の変更があります）   

場 所：熊本保健科学大学 熊本市和泉町 325 

内 容：Ⅰ講演  ９：００～1２:００ 

     ① アークレイ株式会社 尿検査のお話（コマーシャル含む）  

     ②「円柱は本当に腎疾患を反映するか？-病的円柱と各種腎疾患-」 

金沢医科大学中央検査部技師長 田中 佳先生 

    Ⅱ尿沈渣実習１３：００～１６：３０ (予定) 

受講料：午前中の講義のみ 1，500円 

    午前中の講義及び午後の実習 3，000円（弁当代含む） 

 

※①午後の実習は、標本準備の都合上、最大 80 名までとなるため、締切日以前に 80 名に達した場合

は、その時点で受付を終了しますのでご注意ください。 
  ②技師会未加入者は、受講料以外に別途 3,000 円を徴収します。 
尚、この講習会は糖尿病療法指導士の方には研修会単位が付きます。 
①研修会名 ②会員番号 ③氏名 ④施設名 ⑤連絡先電話番号 ⑥認定一般検査技師有無 
⑦午前中の講義のみか午後の実習までか  を明記の上、申し込み下さい。 

 
１月末日までにE- mail： kensa@kumamoto2.hosp.go.jpまで申し込んでください。 
*申し込後一週間以内に連絡がない場合、TEL 096-353-6501（3308）外園までご一報下さい。 
            ※問い合わせ先： 

〒860-0008熊本市中央区二の丸１－５国立病院機構 熊本医療センター 

                 臨床検査科一般検査室 外園 宗徳 

TEL 096-353-6501（3308） 

 



 

 

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

ハンズオンセミナー（心臓・腹部基礎）を開催する運びとなりました。 
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 
 

 

日 時： ２０１３年 ２月２３日（土） 午前９：００～１５時３０分終了予定 

 

 

場 所： 熊本保健科学大学 

 

講 師： 画像生理研究班班員 
 

参加費： 技師会会員 1000 円 非会員 3000円 

 

※募集定員は心臓、腹部領域それぞれ15人です。E-mailに連絡先電話番号、心エコー、または腹部エ

コーの経験年数、所属、名前、会員番号（非会員は不要）を明記の上申し込んで下さい。〆切りは 2月 20

日とします。（申し込みが多い場合は先着順） 

 

申し込み先E-mail： uskiso5@gmail.com 

 

※事前登録されてない場合は受講できません。受講の可否はこちらからメールします。こちらからのメー

ルの返信がない場合は申し込みのメールが届いていない場合がありますので必ず電話にてご確認下さ

い。また、近隣に飲食施設、コンビニ等はありませんので昼食は持参される事をお勧めします。 

  

 

 

 

お問い合わせ先：画像生理研究班 

熊本中央病院 検査科 岩山義雄 

ＴＥＬ０９６－３７０－３１１１（内線２５０４） 

mailto:uskiso5@gmail.com


平成 24年度 日臨技九州支部感染制御部門研修会 

 

生涯教育研修課程：専門教科  30点  

 

テーマ 
 

感染症における安全管理体制 ～臨床検査技師の役割～ 

会 期 平成 25年 3月 9日（土）～10日（日） 

会 場 
熊本保健科学大学 

〒861-5598 熊本市北区和泉町 325 TEL：096-275-2111 

内 容 

 

 

第

一

日

目 

 

 

 

 

 

12:30 ～ 13:00 受付 

13:00 ～ 13:10 開講式・オリエンテーション                    

 

【講演】日臨技全国研修会の伝達研修（DVD視聴によるビデオ研修） 

13:10 ～ 14:00「最近の感染症行政について～感染症法等を中心に～」 

厚生労働省健康局結核感染症課 梅木 和宣 

14:00 ～ 14:50 「インフルエンザ検査の実践」 

静岡市立静岡病院 杉本 直樹技師 

15:00 ～ 16:00「インフルエンザの臨床と検体採取に求められるもの」 

東邦大学医学部微生物感染症学  館田 一博教授 

16:00 ～ 16:10 休憩 

 

【特別講演】 

16:10 ～ 17:10 「新型インフルエンザとインフルエンザの治療」 

国立病院機構九州医療センター名誉院長  柏木 征三郎先生 

第

二

日

目 

 

8:30までに集合 

【教育講演】 

8：30～9:20 「微生物検査のピットフォール」 

佐賀大学医学部附属病院検査部 永沢 善三技師 

【パネルディスカッション】 

9:20～10：20  

「質量分析法を用いた微生物迅速同定法」 

1．「微生物分類同定分析装置MALDIバイオタイパーによる臨床への貢献」  

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社  上田 修   

2．「微生物検査室におけるバイテックMSの実用性と可能性」 

シスメックス・ビオメリュー株式会社  吉田 欣史 

 

【実技研修】 
10:30 ～ 13:00 

①「各種感染症におけるグラム染色顕微鏡供覧」 

②「新しい抗酸菌集菌法（TB-beads法）」 

③ 「LAMP法を用いた遺伝子増幅法」 

 

13：00 ～ 閉講式、修了証明書授与 

募集人員 60名（定員になり次第締め切ります） 

参加資格 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 会員 

受講料 
5,000円（テキスト、講義、実習、資料を含む） 

参加費は研修会受付時にお支払い下さい。 



申込締切 平成 25年 2月 15日（金） 

申込要領 

返信メール先アドレスをご記入の上、E-mailにて下記までお申し込み下さい。 

必要事項として施設名、氏名、技師会会員№、微生物検査経験年数 

尚、件名には《日臨技九州支部感染制御部門研修会》とご入力下さい。 

※修了書作成のため、施設名、氏名は正確にご記入下さい。 

申込先 

熊本大学医学部附属病院医療技術部（臨床検査技術部門）  

大隈 雅紀 

〒860-8556 熊本市中央区本荘 1丁目 1-1 

TEL 096-373-5696  FAX 096-373-5687   

E-mail：masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp  

宿 泊 各自で手配してください 

備 考 実習では白衣着用としますので、各自白衣持参でお願い致します。 

主 催  一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

 



 
『くまもと医学検査』の投稿論文募集 

 
 
会員各位 
 

熊本県臨床検査技師会 
学術部長 徳永英博 

 
 
前略、会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
皆様ご存じの事と思いますが、以前の『機関誌くまもと』が『くまもと医学

検査』として新しくフルカラーの冊子となりました。また、別刷りも 30 部無料

で提供致します。つきましては、『くまもと医学検査』の第３巻への投稿論文を

下記の要領で募集致します。多くの方々からの投稿をお願い致します。 
 

草々 
 

記 
 

 
1．提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

＊投稿表紙及び誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

 

2．論文及び書類の提出期限 

   平成 25年 1月 31日（木） 

 

3．論文の提出方法 

   ＣＤ-Ｒにて送付 

 

4．提出先 

   〒860-8556 熊本市本荘 1-1-1 熊本大学病院病理部 徳永 英博 

   

  ＊論文投稿予定の方は早めにご連絡下さいますようにお願いします 

 

 



2月  6日 玉名市 城北地区研修会 検体検査 専門 20

2月14日 熊本市 一般検査研究班研修会 検体検査 専門 20

2月21日 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会 検体検査 専門 20

2月23日 熊本市 画像生理研究班研修会 生体検査 専門 20

2月24日 熊本市 一般検査研究班研修会 検体検査 専門 20

2月26日 熊本市 血液検査研究班研修会 形態研究会 検体検査 専門 20

未定 合志市 熊本市周辺地区研修会 検体検査 専門 20

未定 八代市 城南地区研修会 検体検査 専門 20

未定 天草市 天草地区研修会 検体検査 専門 20

未定 熊本市 機能･神経生理研究班研修会 生体検査 専門 20

３月  ７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

　未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会 検体検査 専門 20

　未定 熊本市 一般検査研究班研修会 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 天草市 天草地区研修会 検体検査 専門 20

   ＊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」

２月～３月研修会予定表
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