
 

平成25年度 第6回常務理事会 

日 時 ： 平成２５年９月１０日（火）18：30 ～ 21：00 
 場 所 ： 熊臨技事務所会議室（大窪1-6-3 096-324-8477 ） 

  出席者：瀧口、原田、増永、松本（珠）、山本、坂口、田中、中潟 
欠席者：池田、徳永、寺本 

＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技関係、九州支部関係（九州支部会議開催 10/4 14:00～八仙閣、九州支部学術部員各部門１

名ずつ選出検討）その他（愛知県臨床検査標準化ガイドラインパブリックコメント、熊本県医療人育成会議、 
理学療法士会公益法人取得記念祝賀会）など 

２、各部報告 
  ・総務（松本ﾀ）；会員動向（9/10現在1030名）、 
  ・広報（山本）；ニュース版の発行･発送、会員名簿発行印刷中 
  ・組織（坂口）；地区再編について（施設連絡責任者会議資料） レクリエーション10/19計画 

・渉法（田中）；平成25年度賛助会員募集（現在46社）、広告募集、健康フェス計画（9/28,29） 
  ・事業（池田）；平成25年度熊本県精度管理調査10月21日資料発送準備、専門委員会102予定、 
  ・学術（徳永）；学術講演会（婦人科）計画10/19（土）、班長会議（9/11）、研修会の地区開催 
  ・生涯教育（増永）；生涯教育研修会の開催・参加登録状況   

・経理（中潟）；通常経理報告 
  ・特別事業（寺本）；熊臨技創立60周年・法人化25周年記念誌の発行計画 
３、熊本市保健所 平成25年度立ち入り調査 池田理事（9/25,26）田島技師（9/25,27、10/1） 
４、平成25年度院内感染対策講習会出席者；済生会熊本病院 溝上幸洋技師（神戸） 
５、国土交通省から平成25年度法人土地・建物基本調査について（9/13必着） 
６、検査・説明ができる臨床検査技師育成指導者研修会について→ 開催時期依然未定。 

派遣予定はくまもと森都総合病院 今田技師 
７、認定心電図検査技師制度 第７回試験 日臨技と日本心電学会が別制度として実施 日臨技は12/15に試験 
８、平成25年度第２回九州支部幹事会（10/4 14:00～17:30 福岡市 出席予定；瀧口、原田、増永、部門員 
９、第49回九州支部医学検査学会（11/1,2 沖縄 宜野湾市） 
10、第46回熊本県医学検査学会 平成26年度総会     会期：平成26年6月8日（日） 
   会場：菊池市文化会館 担当：熊本市周辺地区 学会長：三牧 司佳理事（菊池郡市医師会立病院） 
11、第47回熊本県医学検査学会・平成27年度総会（担当；天草地区） 
12、第7回熊本県医療・保健・福祉連携学会第1回会議（8/30増永） 
  がん拠点病院、がん患者との関わりがテーマ H26.3.8 13:00～19:00 鶴屋ホール パレア 
13．第4回熊本県医療人育成総合会議（11/16 13:30～ 熊本大学） 

＜協議事項＞ 
１、熊臨技創立60周年記念・法人化25周年記念誌の進捗状況 
  9/2からできた分を順次入稿、10月末発行を予定。県内の各団体へ配布する。歴代会長名（写真入り）を掲載する。 
  次期発行にむけて今後はデータをすべて一元管理しておく 
２．地区再編について 
  施設連絡責任者会議（8/24 熊本保健科学大学）出席者 55 名 出席者の意見を踏まえて 1～３案で検討。理事の

選出と学会担当を考慮する。常務理事会案をニュース版に掲載。 
３、平成25年度 九州地区学術部門長選出について 
４、一般社団法人未処理手続き（公益目的財産額などの確定 9月24日までに提出） 
６、全国検査と健康展開催について；11/17に予定 会場はゆめタウン光の森 内容はパネル展示とパンフレット配布 
  パネル展示は会場からの許可次第。 
７、その他 県知事表彰 常務理事案を確認。地区懇談会11月に打診。 
 
次回会議：10月8（火）18：30～熊臨技事務所 

以上 



第 46 回 熊本県医学検査学会のお知らせ 
                                                     第 46 回熊本県医学検査学会 
                                 学会長       三牧 司佳 

副学会長     西原 幸治 
実行委員長   原田 浩邦 
学会学術部長 坂井 綾子 

 
 平成 26 年 6 月 8 日に第 46 回熊本県医学検査学会が菊池市にて開催されることとなりま

した。 
会員の皆様の多数のご参加をお願いいたします。 
 
また、この学会での一般演題を下記の要綱で募集いたします。 

日頃の研究成果、知見や経験を奮ってご発表くださいますようお願い申し上げます。 
 

記 
 

1. 学会開催日   平成 26 年 6 月 8 日（日） 
2. 会場      菊池市文化会館 
3. 一般演題募集要項 

         演題申込み締め切り   平成 25 年 12 月 10 日 
         抄録締め切り      平成 26 年 3 月 10 日 

抄録記入様式は、熊本県技師会ＨＰに掲載されております。 
4. 学会発表形式  液晶プロジェクター（Windows Microsoft PowerPoint 形式） 
5. 申込み・問い合わせ先 

         学会学術部長   坂井 綾子 
 
          〒861-1196 熊本県合志市須屋 2659 番地 
          国立病院機構 熊本再春荘病院検査科 
          TEL  096-242-1000 （内線 315） 
          FAX    096-242-2619 
                  e-mail   ayako40@saisyunsou.hosp.go.jp 
       できるだけ e-mail での申込みをお願いいたします。 
       （件名に 県学会演題申込 と記入してください。） 



平成 25 年９月吉日  
一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

会 長 瀧口 巌   
組織部 坂口 司   

会員各位 
熊本県臨床検査技師会の地区再編について（お知らせ） 

 
当技師会では会員の皆様方より意見が出されていました“熊本市周辺地区”の地区再

編について協議を続けて参りました。理事会、施設連絡責任者会議等でご意見を頂き、

常務理事会でも協議を重ねた結果、熊本市地区、熊本市周辺地区、城北地区の 3 区域を

熊本市地区と城北地区の 2 区域に再編する内容（案）にて最終検討をしているところで

すのでお知らせ致します。城南地区と天草地区はこれまで通りです。 
１．再編内容（案） 
＜現在の地区割り＞23 年度会員数  理事 合計 ＜再編後＞   23 年度会員数  理事 合計 

熊本市地区 熊本市 576 8 576 熊本市地区 熊本市 576 8 630 

熊本市周辺地区 阿蘇市 7  104 阿蘇市 7   

阿蘇郡 2   阿蘇郡 2   

上益城郡 16   上益城郡 16   

下益城郡 0   下益城郡 0   

宇城市 21 1  宇城市 21 1  

宇土市 8   宇土市 8   

菊池市 21 1  城北地区 菊池市 21 1 122 

菊池郡 10   菊池郡 10   

合志市 19   合志市 19   

城北地区 荒尾市 22 1 72 荒尾市 22 1   

玉名市 32 1  玉名市 32 1  

玉名郡 2   玉名郡 2   

山鹿市 16 1  山鹿市 16 1  

２．理由 
 再編するに当たって、次のことを満たす事を基準に検討しました。 
① “熊本市周辺地区”が同心円状の幅広い地域割りのため活動しにくい。 
② 学会は隔年で熊本市以外が担当地区となるが、分け方により学会運営に支障を来

すような施設数、会員数になることは避ける。その地区の負担が大きい。 
③ 理事は各地区より選出され、再編により理事が偏らないようにする。 
尚、研修会や勉強会等の参加に関しては、これまで通り地区に関係なく参加自由です。 

 会員の皆様方のご理解とご協力をお願い致します。 



                            
    社）熊本県臨床検査技師会 

                                  学術部 徳永 英博 
                          担当  山崎 卓 

 会 員 各 位   
 

              熊本県臨床検査技師会 

  平成 25 年度 第 6 回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 6 回と

なります学術部主催の講演会を下記の通り開催いたします。今年は『産婦人科領域の臨床

検査』をテーマに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熊本大学医

学部付属病院の岡村先生と、熊本総合病院の宮原先生をお招きして産婦人科疾患に関する

講演を賜ります。 
 ご多忙の折とは存じますが、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 25 年 10 月 19 日（土） 

受付 12：30～ 開会 13：00～ 

会場：熊本大学医学部 医学総合研究棟 3F 講習室 

テーマ：『産婦人科領域の臨床検査』  

 
 
 

問合せ先 
                      熊本赤十字病院 生理検査センター 山崎卓 
                      Tel：096-384-2111 （内線 7120） 



 
 
受付 12：30～ 
 
開会の辞 13：00～13：10 
 
一般演題Ⅰ 13：10～ 

座長 熊本大学医学部附属病院 大隈雅紀 技師 
1） 微生物・公衆衛生 『婦人科の細菌検査について』 

工藤康太 技師（熊本中央病院） 
 
座長 熊本中央病院 立山敏広 技師 

2）病理・細胞検査 『子宮頸癌について―細胞診を中心に―』 
中川美弥 技師（済生会熊本病院） 

（休憩 14：00～14：10） 

 
一般演題Ⅱ 14：10～ 

座長 国立病院機構熊本医療センター 下川里美 技師 
3）輸血検査 『産婦人科領域における輸血部門の役割』 

吉田雅弥 技師（熊本赤十字病院） 
 

座長 くまもと森都総合病院 今田龍市 技師 
4）化学・免疫・情報管理 『婦人科疾患と女性ホルモンとの関係』 

 手蓑京美 技師（谷田病院） 
（休憩 15：00～15：10） 

 
特別講演Ⅰ 15：10～ 

     座長 熊本大学医学部附属病院 病理部 徳永英博 技師 
『婦人科疾患における臨床検査の進め方』 

健康保険 熊本総合病院 産婦人科 宮原陽 先生 
 

特別講演Ⅱ 16：15～ 
            座長 熊本中央病院 逢坂珠美 技師 

『不妊症の検査について』 
         熊本大学医学部附属病院 産科・婦人科 岡村佳則 先生 

 
閉会の辞 16：50～17：00 
 

第 6 回学術部講演会 プログラム 



平成２５年度臨床検査精度管理調査実施要領 

 
１.実施主体 熊本県医師会・熊本県臨床検査技師会 
２.実施方法 
 イ）日  程 
   平成２５年１０月２２日（火）～２４日（木） （試料配布予定） 
 ロ）調査項目 

①臨床化学：AST、ALT、ALP、LD、γ-GT、CK、CHE、AMY、TP、ALB、T-Bil、BUN、CRE、UA、T-CHO、 
               HDL-C、LDL-C、TG、GLU、Na、K、Cl、Ca、IP、Fe、および CRP 
  ②血 液：WBC、RBC、Hb、Ht、MCV、Plt（Plt は評価対象外）、 
       血液形態フォトサーベイ・・・・・・10 問（評価対象外） 
    ③尿一般：尿定性（糖、蛋白、潜血）尿定量（糖、蛋白） 

     尿沈渣フォトサーベイ・・・・・・・10 問（評価対象外） 

 ハ）その他（オプション）項目 
  ④血 清：HBs 抗原、HCV 抗体、（参考調査項目：CEA、AFP、PSA、TSH、フェリチン（評価対象外））  
  ⑤輸 血：ABO 式血液型、Rh 式血液型、交差適合試験、不規則性抗体 
       凝集像フォトサーベイ・・・・・・・３問（評価対象外） 

⑥HbA1C 
⑦微生物：グラム染色フォトサーベイ・・・・・４問（評価対象外） 

３.参加対象・・・・・県下の全医療施設及び検査施設（外部委託施設を除く）。 
  ※原則自施設にて測定を実施している項目のみの参加をお願いいたします。 
   ※フォトサーベイなどの評価対象外項目については、自施設で実施されている所は参加をお願いいたします。 
４.参加申込み 
  (1)参加申込み方法 
    参加希望施設は、下記参加申込み書により必要事項をご記入の上、熊本県医師会精度管理専門委員会 

（〒860-0806  熊本市中央区花畑町 1-13 熊本県医師会内）へ郵送又は FAX（096-355-6507）でお申込み下さい。 
  (2)参加費用及び払込方法 
   ◎参加費用 
   Ⅰ.①臨床化学 + ②血液 + ③尿一般 １施設 10,000 円 

※但し、登録衛生検査所は １施設 20,000 円 
   Ⅱ.③尿一般のみ １施設  1,000 円 
   Ⅲ.④血清 + ⑤輸血 + ⑥HbA1C １施設 2,000 円 
     なお、参加費用は申込みと同時に銀行振込でお願いします。 
   ◎振込先 
    熊本県医師信用組合 本店 普通 ２２４１７０ 公益社団法人熊本県医師会 会長 福田

フ ク ダ

 稠
シゲル

 
  (3)申込み締め切り・・・・・平成２５年１０月７日（月） 
 

※登録衛生検査所の調査結果を熊医会報に掲載いたします。 
 

キリトリ 

 

平成２５年度臨床検査精度管理調査参加申込み書 
 

施設名                      施設長名                    

 住 所 〒                    電話番号                    

担当者氏名                    担当者職業・役職                

 
○参加項目（参加項目に○を付けて下さい） 
  Ⅰ. 臨床化学、血液、尿一般                 10,000 円 
           ※但し、登録衛生検査所は     20,000 円 
  Ⅱ. 尿一般のみ                       1,000 円 
  Ⅲ. 血清、輸血、HbA1C（オプション）       2,000 円 
 
注：ⅠとⅡはいずれかひとつお選び下さい。またⅢのオプション（血清、輸血、HbA1C、フォトサーベイ）に 
  参加される施設は、下記の項目□にレ印を付けて下さい。 
  □HBs 抗原、 □HCV 抗体、 □CEA、 □AFP、 □PSA、 □TSH、 □フェリチン 
  □ABO 式血液型、 □Rh 式血液型、 □交差適合試験、 □不規則性抗体、□HbA1C 
  ※フォトサーベイ・・・□血液形態、 □尿沈渣、 □輸血凝集像、 □微生物グラム染色 
 



平成 25 年 10 月吉日 
（一社）熊本県臨床検査技師会 

会長  瀧口 巌 
会員各位 
 
 

「検査と健康展」スタッフ募集のご案内 
 
 
今年度より日臨技公益事業の一つとして「全国検査と健康展」が始まります。 

これは、国民の健康づくりや生活習慣病の早期発見のために、定期的な健康診断の

重要性、臨床検査の正しい知識と普及・啓発を行い国民の健康づくりの意識の高揚

を図るためです。 
毎年11 月を「全国検査と健康展開催月間」と定め、この期間内に一斉に全国47 都

道府県で「全国検査と健康展」を実施することになりました。 
 これに基づき熊臨技では下記の要領で「検査と健康展」を実施いたします。 
臨床検査に関するパネル展示や、リーフレット・パンフレット配布を行い、臨床検

査の正しい知識や定期的な健康診断の重要性をアピールしたいと考えています。 
臨床検査技師知名度アップにも絶好の機会です。奮ってお申込下さい。 
 

記 
 

日  時  ：  平成 25 年 11 月 17 日（日） AM9：30～12：00 
場  所  ：  ゆめタウン光の森（詳細は後日連絡） 
申 込 先  ：  E－mail  temino@yatsuda‐kai.jp 

谷田病院 手蓑まで 
募集人員  ：  約 10名 

申込期限  ：  10 月 25 日（金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 25年 9月 25日 

会員 各位 

微生物・公衆衛生研究班班長 

大隈 雅紀 

 

微生物・公衆衛生研究班 特別講習会のご案内 

第 1 回 微生物の遺伝子技術講習会 

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。 

今回、薬剤耐性菌の知識・遺伝子技術の習得を目指し、院内感染で問題となる MRSA

の分子疫学解析の実技講習会を開催します。 

平成 24 年 12 月、国立感染症研究所 病原体検出マニュアルの薬剤耐性菌分子疫学解

析に POT法（Phage Open-Reading-Frame Typing）が収載されました。 

本法は、マルチプレックス PCRを用いて、複数の特定遺伝子を同時に増幅し、アガロ

ース電気泳動で検出された増幅バンドパターンを解析することで、MRSAクローンを簡

易同定する方法です。 

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 11 月 1 日（金）までに下記連絡

先までご連絡ください 

（定員：約 20名 定員になり次第締め切りです）                                                    

敬具 

記 
日 時：平成 25年 11月 16日（土） 14:00～ （受付 13：30～） 
場 所：熊本大学医学部附属病院 中央検査部 カンファランス室  

微生物・遺伝子検査室 

プログラム 

1．「POT法を活用した薬剤耐性菌の院内感染対策について」（14：00～15：00） 

          関東化学株式会社バイオケミカル課 小林崇良先生 

 

2．「POT法解析を用いた院内感染事例報告」（15：00～15：20） 

          熊本大学医学部附属病院医療技術部 大隈 雅紀技師  

 

3．実習：POT法による MRSA解析（15：30～17：00） 

         （講師：関東化学 小林崇良先生、大隈） 

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


平成25年9月24日 

会員各位 

                         熊本県臨床検査技師会  
                             天草地区理事 

平井義彦                                   

尾崎睦哉                                      

公印略  

 

天草地区研修会のご案内 

 
 謹啓  

    初秋の候、各会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び

申し上げます。 
    さて、10月度の定期研修会は微生物・公衆衛生検査部門を下記日程で 

行います。今回は、熊大病院 大隅雅紀副技師長による「熊本型早産予 

防対策事業への協力について」が講演されます。早産と細菌性膣症（BV） 
との関連・BV スコアの有用性等も含まれた講演となっていますので、 ご 
多忙とは存じますが、会員の皆様 多数の参加をお待ちしております。 

謹白 
 

記 

 

日時：平成25年10月25日（金） 18:30 ～ 

場所：天草地域健診センター ２階会議室 

 

演題：『熊本型早産予防対策事業への協力について』 

熊本大学医学部附属病院 医療技術部  

副技師長 大隅 雅紀 先生 

 

以上 
 

担当：天草地区微生物・公衆衛生研究班 松下 久美子 

 

ご不明な点がございましたら天草地域医療センター検査部 松下まで連絡お願

い致します。 

連絡先：tel ：0969-24-4165 
                ｍail ：labo@amed.jp 

mailto:labo@amed.jp


 

 

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

超音波基礎工学の講習会を開催する運びとなりました。内容は簡単な超音波の原理から、２月に行われ

ます超音波検査士認定試験を受験される方の試験対策までを踏まえた内容にしようと只今企画中です。 
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 
 

 

日 時：２０１３年 １１月２日（土） 午前９：３０～１６時３０分終了予定（受付９時～） 

場 所：熊本中央病院 ３階 講堂Ａ.Ｂ 

 

演 題：「基礎超音波医学 ～超音波検査士試験対策～」 

 

講 師：東芝メディカルシステムズ(株)   
 

参加費：技師会会員 無料 非会員 3000 円 

※資料の準備、受講者人数把握の為事前登録制にします。事前登録されていない方（当日参

加）は原則受付ません。また弁当の販売はありませんので各自ご用意下さい。E-mailに所属、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10月30日とします。（定員40名程度） 

 

参加の可否は折り返しメール致します。返信のメールが来ない方は必ず電話にてご確認下

さい。 

 

申し込み先 E-mail： uskiso5@gmail.com 

  

 

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） 



平成 25 年度 日臨技九州支部輸血伝達講習会 
テーマ 輸血医療における安全管理体制～輸血療法における臨床検査技師の使命～ 
会期 平成 25 年 11 月 9 日（土）～10 日（日） 
会場 日本文理大学医療専門学校 

〒870-0397  大分県大分市一木 1727      TEL：097-524-2857 
内容  

 
 
 
 
 
 
第 
一

日 
目 

12：00～12：45  受付 
12：45～13：00  開校式 オリエンテーション 
13：00～14：00  平成 24 年 日臨技全国研修会の伝達研修 

（DVD 視聴によるビデオ研修） 
          『検査時の安全管理（日常検査における盲点）』 
               慶應義塾大学病院 輸血・細胞療法部 

上村 知恵 技師 
14：00～15：00  『周術期の輸血療法～麻酔科医の観点から』 
               大分大学附属病院 麻酔科  山本 俊介 先生 
 
15：10～15：40  『過去の事例から学ぶ安全な輸血』 
               日本赤十字社 九州ブロック血液センター 
                              久田 正直 先生 
15：50～17：30 
          輸血検査の基礎的知識および安全性向上のための講義 
 
          講義 1：ABO 血液型検査を正確に行うためには 
              臨床的意義のある不規則抗体の検出について 
                 久留米大学医学部附属病院  川野 洋之 技師 
 
          講義 2：抗 Pr と思われた 1 症例 
                 大分県済生会日田病院    葦苅  巌 技師 
 
          講義 3：輸血検査室の精度管理 
                 大分市医師会立アルメイダ病院  

佐藤 まゆみ技師 
          講義 4：輸血副作用について 
              輸血用血液製剤の管理 
                 大分赤十字血液センター   渡辺 芳文 技師 

  
第 
二

日

目 

【実技研修会】 
8：30～9：00    実習内容説明・移動 
9：00～12：00   実技 
           血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験 
12：00～12：30   実習解説 
                 大分大学医学部附属病院   立川 良昭 技師 
12：30～       修了証書授与 



募集人員 60 名 （定員になり次第締め切らせて頂きます） 
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 5000 円 
申込締切 平成 25 年 10 月 18 日 （金） 
申込要領 ① 会員番号、②氏名、③カナ氏名、④性別、⑤施設名・所属、⑥施設郵便番号・住所、 

⑦電話番号、⑧輸血検査経験年数を記入の上、E-mail にて下記までお申込み下さい。 
後日、受講確認・ご案内をお送りします。 
※メール送信後、1 週間以内に受領メールが届かない場合は下記までご連絡下さい。 

申込先 〒879-5593  大分県由布市挾間町医大が丘 1-1   
大分大学医学部附属病院 輸血部   立川 良昭 
TEL：097-586-6057     FAX：097-586-6058 
E-mail：ytatsuka@oita-u.ac.jp 

宿泊 各自で手配して下さい。 
主催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

 



   九州支部卒後教育研修会（第１２回生理機能部門研修会）のご案内 

                 ～初級者対象研修会～ 
                        

     日臨技九州支部支部長   佐藤 元恭    
                            九州支部生理機能部門委員 徳永 一人 

テーマ：『虚血性心疾患における臨床検査技師の役割』 

 
    日時：平成２６年１月１２日（日） ９：３０～１７：００（９：００受付開始） 
 
    会場：鹿児島市立病院  学術ホール（３号館５階）（鹿児島市加治屋町２０－１７） 
 

                 ～ プログラム ～ 

   9:00~9:30    受付 
 
   9:30~9:40    開講式 オリエンテーション 
 
   9:40~10:30   講演Ⅰ  『虚血と関連した血液検査データの読み方』 
            鹿児島市医師会病院 検体検査室 有村 義輝 技師 
 
   10:40~11:30   講演Ⅱ  『虚血性心疾患を中心とした心電図検査』 
             済生会熊本病院 中央検査センター 渡邉 未紗 技師    
 
   11:40~12:30   講演Ⅲ  『虚血性心疾患を中心とした心エコー検査』 
             鹿児島市医師会病院 生理機能検査室 上國料 章展 技師 
 
             ～ 昼食 ～ 

 
   13:40~14:40   講演Ⅳ  『心臓カテーテル検査における臨床検査技師の役割』 
             国立病院機構九州医療センター 臨床検査部 山下 祐一 技師 
 
   14:50~15:50   講演Ⅴ  『心臓カテーテル検査前後に施行する血管エコー検査』 
             鹿児島大学医学部歯学部附属病院 検査部 水上 尚子 技師 
 
  16:00~17:00   教育講演 『虚血が疑われる病態について』 

             ～循環器内科医が臨床検査技師に何を求めるか～ 
             鹿児島大学医学部歯学部附属病院 心臓血管内科 植屋 奈美 先生 
   

17:00~     閉校式 修了証書授与 
           



九州支部卒後教育研修会（第１２回生理機能部門研修会） 
 

 【応募要項】⦿募集人員 ：８０名（但し定員になり次第締め切ります 
 

⦿参加費  ：５０００円（事前振込み）  振込先 ゆうちょ銀行 
                 【店 名】七八八 
                 【店 番】７８８ 
                 【口座番号】１３９９２０４ 

・ ・・事前登録されてから、１週間以内にお振込みください 
 

⦿募集期間 ：２０１３年１０月１日（火）～２０１３年１１月３０日（土） 
 
⦿登録方法 ：事前登録が必要です。①PC メール ②FAX どちらかでお願いします。 

① PC メールでの申込み（携帯電話からの登録不可 フリーアドレス可） 
下記アドレスまでメールにて申込みください     

       kazu.toku@ml.kagoshima.kagoshima.jp 
 
      件名に 2014 年 1 月 12 日開催 九州卒後教育研修会申込と入力してください。 
      本文に①施設名 ②氏名 ③会員番号 ④連絡先電話番号を必ず含めて 
      送信してください。複数名での申込みも可能です。 
 
     ・・・申込みから 1 日以内に、申込みが受理された旨のメールが返信されます。 
         返信が来ない場合は、次項の徳永までメールをください。 
 

② FAX での申込み（メールでの申込みが出来ない場合のみ） 
この用紙を使用し、FAX でお申込みください。下部に記載欄があります。 

        FAX 番号：０９９－２３９－７９９５ 宛（鹿児島市立病院 臨床検査技術科） 
 

所属施設名                 電話番号 

所属部署名                 FAX 番号 

参加者 氏名 (複数名での申込み可) 会員番号 
  

  

  

                     
 



 
九州支部卒後教育研修会（第１２回生理機能部門研修会） 

 

 【注意事項】 

①研修会場（ホール）内での飲食は出来ませんが、院内に食事の出来るスペースを 
設けてありますので、持参された方はご利用いただけます。 

  
②出来るだけ公共の交通機関をご利用ください。 

    院内駐車場は患者様、見舞客専用ですので、車で来られた方は会場周辺の     
    民間駐車場をご利用ください。 
 

③研修会当日に欠席された方への受講料の払い戻しは致しません。 
    ただし後日、テキストは郵送させて頂きます。 
 
   ④ご不明な点は、下記（徳永）までお問い合わせください。 
     （＊出来るだけ E-mail での連絡をお願い致します） 
                     鹿児島市立病院 臨床検査技術科（徳永 一人） 
                      ０９９－２２４－２１０１ 内線２６５２ 
                       E-mail :kazuto828toku@yahoo.co.jp 
 

 【会場までのアクセス】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 鹿児島中央駅より 徒歩で 15 分 車で 5 分。 

加治屋町、高見馬場より徒歩で８分。 
      市電・市バスご利用の方は、市立病院前で降車。 

鹿児島市立病院 

http://jp.mc44.mail.yahoo.co.jp/mc/compose?to=kazuto828toku@yahoo.co.jp


　平成25年11月～平成26年1月　　　　　

月日 場所 主    題 内    容 区分 点数

11月未定 城南地区研修会

11月2日 熊本市 画像生理検査研究班研修会 基礎超音波医学　～超音波検査士試験対策～ 専門 20

11月17日 熊本市 一般検査研究班研修会
尿沈渣研修会　尿沈渣の基礎的な話
　　　　　　　一般検査領域の教育システム

専門 20

11月20日 合志市 熊本市周辺地区勉強会 新しい敗血症マーカーについて 専門 20

11月23日 熊本市 輸血検査研究班研修会
輸血とHLA     ～血小板輸血をしても効果がみられ
なかった経験ありませんか？～

専門 20

11月26日 熊本市 血液検査研究班研修会 分子標的療法について（仮） 専門 20

下肢動脈閉塞性病変の検査
　ABI検査の判読と注意すべきポイント

　SRPP検査の有用性と判読

第3回　症例検討会　症例1
第3回　症例検討会　症例2

心臓の検査とデータの見方について（仮）

診断薬の価値～心筋マーカの新しい有用性～

12月14日 熊本市 輸血検査研究班研修会 試薬の特性 専門 20

スライドカンファランス　１
スライドカンファランス　２

1月未定 城南地区研修会

1月11日
or 25日

熊本市 輸血検査研究班研修会 自己抗体陽性時の輸血の考え方 専門 20

1月23日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 第4回　症例検討会 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「生涯教育講座研修過程]プログラム

微生物・公衆衛生研究班研修
会

病理・細胞検査研究班研修会

神経機能生理研究班研修会熊本市

熊本市

熊本市

専門

専門 201月未定

11月26日

11月28日 専門 20

熊臨技生涯教育委員会

生化学・免疫・情報研究班研
修会

2012月7日 熊本市

20

専門
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