
平成 25年度 第 7回常務理事会 

日 時 ： 平成 25 年 10 月 15 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（・検査説明・相談ができる技師育成研修会 12/6～8 ・日臨技次年度予算編成；年内

に案、1 月 25 日幹事会で発表、3 月の理事会で承認。 ・厚労省に眼圧測定の要望提出 ・平成 26 年度総会；

Ｈ26.5.24 全国学会と同時期には実施できない ・認定病理検査技師制度 Ｈ26．12 月試験にむけて検討中・

医学検査 業務委託の入札（1 千万近く減額可能）九州支部関係（各研修会の費用増額要望、学術部門再編につ

いて、Ｈ26 九州支部学会担当について 学術奨励賞設定について） その他（理学療法士会公益法人取得記念

祝賀会 10/12 原田副会長出席 臨床工学技士会創立 20 周年 10/26 増永副会長出席予定）など 
２、各部報告 

  ・総務（松本）；会員動向（10/15 現在 1030 名）、 
  ・広報（山本）；ニュース版の発行･発送、会員名簿発行発送完了報告。60 周年記念誌の発行 
  ・組織（坂口）；地区再編について（ニュース版資料） レクリエーション（ボウリング・懇親会）10/19 計画 

・渉法（田中）；平成 25 年度賛助会員募集（現在 46 社）、健康フェス反省点 
  ・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 10/2、 
  ・学術（徳永）；学術講演会（婦人科）計画 10/19（土）、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、第 64 回日本医学検査学会 平成 27 年 5 月 14 日 福岡国際会議場（佐賀県担当） 第 65 回は兵庫県立候補 
４、第 48 回九州地区医学検査学会 Ｈ25.10/5～6 福岡市 約 1300 名参加  
５、第 49 回九州支部医学検査学会（H26.11/1,2 沖縄 宜野湾市） 
６、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） 
７、第 47 回熊本県医学検査学会Ｈ27 年度総会（担当地区 天草地区） 
８、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→ 開催時期決定Ｈ25.12.6-8。派遣予定はくまも

と森都総合病院 今田技師 。 
９、認定心電技師制度 現在の認定者 691 名 第７回試験 12/15 に試験 
10、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；瀧口、原田、増永 
  支部表彰（3 演題、副賞１万円 学会予算にて） 平成 26 年 12 月 病理検査士認定試験実施予定 
11、第 4 回熊本県医療人育成総合会議 平成 25 年 11 月 16 日 熊本大学医学部 13:30～ 原田副会長 
12、熊本市民健康フェスティバル（Ｈ25.9/28，29） 鶴屋東館７階、９階、１０階（技師会は１０階のみ） 
  出動者 2 日間でのべ８０名、受検者；超音波 197 名、心電図 197 名、尿一般 452 名、病理体験 123 名、微生物

体験 289 名、乳がん啓発 314 名、血管年齢測定 1179 名、子宮がん啓発 346 名、 
＜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 
  常務理事会案をニュース版に掲載した。（理事の選出と学会担当を考慮） 
３、平成 25 年度 九州地区学術部門長選出について；部門委員を各分野 2 名選出し（11 月末締切）、九州支部会で決

定する。 
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 9/19 に申請ずみ） 
５、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 
  アンケートその他 
６、平成 25 年度第 2 回理事会及び地区懇談会 平成 25 年 11 月 30 日 
  理事会 15:00～16:00 地区懇談会 16:00～17:00（会場 菊池市文化会館） 
  議題；各部報告、第 46 回熊本県医学検査学会進捗状況、地区再編成など 懇親会 17:30～城乃井旅館 
次回会議：11 月 12 日（火）１８：３０～熊臨技事務所 



 
『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４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 26年 1月 31日（金） 

 

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 

 

 



平成 25年 10月 11日 

 

一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

会長  瀧口 巌 様 

 
                        熊本大学大学院生命科学研究部 

                          環境社会医学部門 看護学講座 

                                教授 前田ひとみ 

 

熊本大学医学部附属病院 医療技術部 

大隈 雅紀 

 

 

 

 

      「感染管理専門医療職者育成支援事業」のお知らせ 
 
拝啓 仲秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平成 24年度の診療報酬の改定による、感染防止対策加算の変更に伴い、感染防止対策

チームの充実や医療機関同士の連携体制の整備に取り組んでいらっしゃる医療機関が多い

ことと存じます。これらの一助となるように、熊本県感染管理ネットワークでは熊本県か

らの助成を受け、感染管理における専門医療職者育成の促進を目指した「感染管理専門医

療職者育成支援事業」に取り組んでおります。昨年度は、本事業の補助を受け、6名の看護

師の方が認定看護師教育課程を修了されました。また、2名の臨床検査技師の方が、認定臨

床微生物検査技師を受験されました。 

本事業は平成 27 年度までの予定で、認定臨床微生物検査技師、感染制御認定臨床微生物

検査技師、感染制御専門薬剤師、感染制御認定薬剤師、感染管理認定看護師、インフェクシ

ョンコントロールドクター、感染症専門医といった医療関連感染管理の専門資格の取得を支

援いたします。資格取得のための受験と登録に関わる費用、受験のための旅費、宿泊費を全

額助成しますので、資格取得に挑戦される会員の方がいらっしゃいましたら、下記の連絡先

にメールでご連絡をお願いいたします。また、既認定者につきましても、認定更新に関わる

学会並びに研修会参加費用の補助をいたします。なお、資格取得後には、それぞれの施設

において感染管理体制を整備し、職員教育に取り組むことに加え、地域ネットワーク構築

にご尽力いただくことを条件といたします。 

本事業は、熊本県内の感染情報の拠点づくりを目指すものです。熊本県臨床検査技師会

の皆様におかれましては、本事業の趣旨を御理解いただき、御協力を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

【連絡先】    研究責任者  前田 ひとみ 

                   熊本大学 大学院 生命科学研究部 

                      E-mail hmaeda@kumamoto-u.ac.jp  

                       

                       

 

 

mailto:n１4341@fc.miyazaki-u.ac.jp


 
 

 

 

 

 

 

 



関係各位                                  平成 25 年 10 月吉日 
日臨技九州支部卒後研修会 

第 25 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 
                        九州支部形態検査血液部門委員      牟田 正一 
                        熊本県臨床検査技師会血液検査研究班班長 逢坂 珠美 
謹啓 

  会員の皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。 
  この度、日臨技九州支部卒後研修会 第 25 回血液検査研修会を熊本県で開催いたします。 
  今回は“検査の異常から探る！造血器腫瘍へのアプローチ”をテーマに、種々の疾患について幅広い 

角度から検査データの持つ臨床的意義を考え、鏡検実習においては、細胞を読み解く力を習得すること 
を目指します。 初心者からベテランの方まで、各分野のプロフェッショナルの先生方とともに大いに 
ディスカッションしましょう。各県会員皆様の多数の参加をお待ちしております。       

謹白 
テーマ    “検査の異常から探る！造血器腫瘍へのアプローチ” 
主 催      日本臨床衛生検査技師会 九州支部 
担 当     （社）熊本県臨床検査技師会 (血液検査研究班) 
会 期     平成 26 年 2 月 22 日（土）12：00～18：00  2 月 23 日（日）8：30～13：00 
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 
参加資格   （社）日本臨床衛生検査技師会会員 
参加人数    100 名  ※定員になり次第締め切ります。 
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     アークホテル熊本 19：00～ 会費：5,000 円 

〒860-0846 熊本市中央区城東町 5-16    TEL 096-351-2222 
 
申込方法    下記の必要事項をご記入の上メールにて申込みお願いします（件名：血液検査研修会） 
必要事項    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（2/22 熊本保健科学大学 18：10 発 → アークホテル熊本） 
申込先       E-mail: ksasada@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp   ※添付ファイル形式はご遠慮ください。 

                  担当 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 笹田 景子 TEL  096-373-5702 
         ※メール受領後、申込受付メールを返信いたしますのでご確認ください。 
         
振込先     口座名：日臨技九州支部血液卒後教育セミナー 会計担当 吉野 美香 

                ゆうちょ銀行 総合口座 記号 17100 番号 26006871 
                (他金融機関からの振込みの場合) 【店名】七一八(読み ナナイチハチ) 
               【店番】718  【預金種目】普通預金 【口座番号】2600687 
申込締切    平成 25 年 12 月 10 日（火）（入金締切 平成 25 年 12 月 25 日（水）） 

※懇親会参加者は懇親会費を含めて 15,000 円ご入金ください 
事務局     国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 検査科 逢坂 珠美 
(問い合わせ)    TEL  096-370-3111 (内線 1515)   E-mail  kensa@kumachu.gr.jp  

mailto:ksasada@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp
mailto:kensa@kumachu.gr.jp


日臨技九州支部卒後研修会 第 25回血液検査研修会 

テーマ：検査の異常から探る！造血器腫瘍へのアプローチ 

 

【内容・スケジュール】 

開催日：平成 26年 2月 22日（土）,23日（日） 

場 所：熊本保健科学大学 

内容： 

平成 26年 2月 22日（土）  12：00～18：00 

    受付：12：00～ 

    オリエンテーション：12：45～ 

 

    鏡検実習：13：00～18：00 

       13：00～15：00     症例鏡検 

              15：00～15：30        自由鏡検(休憩含) 

       15：35～18：00        症例解説 

        

       19：00～        懇親会(アークホテル熊本) 

 

平成 26年 2月 23日（日）  8：30～13：00 

    受付：8：30～ 

    講演：検査の異常から探る！造血器腫瘍へのアプローチ     9：00～11：30 

    司会：西浦 明彦(国立病院機構 九州医療センター 検査科技師長) 

松本恵美子(国立病院機構 九州医療センター 検査科副技師長) 

独立行政法人 国立病院機構熊本医療センター院長 河野 文夫 先生  コメンテーター：  

 

検査の異常から探る！血液疾患へのアプローチ    講演 1：CBC・血液形態： 9：00～9：40

国立病院機構鹿児島医療センター  

副臨床検査技師長         牟田 正一 技師 

講演 2：表面形質検査：造血器腫瘍へのアプローチ”（リンパ球系疾患）   9：40～10：20  

長崎大学附属病院  

検査部 副技師長         鶴田 一人 技師 

講演 3：凝固・線溶検査：凝固線溶検査をどのように活用するか！？    10：30～11：10  

大分大学附属病院  

医療技術部臨床検査部門副技師長  水永 正一 技師 

ディスカッション                               11：10～11：30 

休憩                                    11：30～11：40 

特別講演：血液疾患臨床 40年を振り返って                 11：40～12：40 

司会 くまもと森都総合病院 医療技術部部長 山本 典夫 技師 

 

    講師 独立行政法人 国立病院機構 熊本医療センター院長 河野 文夫 先生 

      

  閉会式： 修了証書授与                           12：40～13：00 



 平成 25 年 10 月 07 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 

 晩秋の候、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、１１月度の定期研修会は血液検査部門を下記日程にておこないます。 
血液像について講演して頂きますので、会員皆様の多数のご参加をお願い 
申し上げます。 

謹白 

  
 記 

 
日時：平成 25 年 11 月 28 日（木）  18：30 ～ 

 
場所：天草中央総合病院 5 階大会議室 
 
演題：「形態検査のポイント」       

 
      講師：熊本中央病院  逢坂 珠美 技師 

 
              担当：天草地区血液検査研究班 佐々木 由美 

 
以上 

 

 
ご不明な点がございましたら天草中央総合病院検査部 佐々木まで連絡お願い

いたします。 
 

                    ＴＥＬ：（0969）22-0011 
                     Ｅ-mail：kensa@0011.jp 

 

mailto:kensa@0011.jp


                               平成 25年 10月吉日 

会員各位 
                             化学・免疫・情報研究班 
                                  班長 今田 龍市   

        化学・免疫・情報研究班 研修会のご案内 

謹啓 会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 この度、化学・免疫・情報研究班においては、心臓疾患をテーマに研修会を開催するこ

とになりました。 
 今回の研修会は、熊本中央病院  循環器科の宇宿弘輝先生をお招きして、循環器疾患の

治療および検査値の見方、考え方などについて検体検査だけでなく画像生理検査にも触れ

幅広い内容でご講演をお願いしております。この機会に生理検査の方々も大歓迎です。 
 ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様には多数の参加をお願いいたします 。   
                                                                            謹白   

記 
 
【日  時】  平成 25年 12月 7日 (土)  15:00～17:00 
【場  所】  三井ガーデンホテル熊本 BF1  ガーデンホール (TEL:096-352-1154)  

【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000円) 

 
【講 演- 1】 『診断薬の価値～循環器バイオマーカーの新しい有用性～』 

          講師：土田 貴彦先生 (ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 ｾｰﾙｽｴｸｾﾚﾝｽ部) 

 
【講 演- 2】 『循環器疾患における検査データの見方および臨床的意義について』 

          講師：宇宿 弘輝先生  (熊本中央病院 循環器科） 

 

【会場案内】 
 

 
 

【連絡先】医療法人創起会 くまもと森都総合病院 

臨床検査科 今田龍市 (TEL 096-364-6000) 



熊本超音波画像研究会 

第 8 回熊本超音波画像研究会開催のご案内 
 
謹啓 
 新涼の候、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 8 回熊本超音波

画像研究会を開催いたしますのでご案内致します。 
今回は甲状腺超音波検査と超音波検査士試験対策をテーマに以下の講演を予定して

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： 平成 25 年 11 月 15 月（金） 18:30～20:40（受付 18:00～） 
 
会場：熊本大学医学部附属病院 東病棟 12F 会議室 
 
内容 
１． 「甲状腺超音波」18:30～19:00 

   熊本大学医学部附属病院   中央放射線部   小味 昌憲 技師 
 
２．  「超音波検査で覚えておきたい基礎」 19:00～20:30 

 GE ヘルスケアジャッパン（株）  アプリケーションスペシャリスト 
  山本 幸弘 氏 

 
 
※ 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 200 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 
くまもと森都総合病院 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 
熊本機能病院 高石朋毅 

後援 
社団法人 熊本県放射線技師会 

協力 
 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 
 東芝メディカルシステムズ株式会社 

 日立アロカメディカル株式会社 

 

問い合わせ 

熊本大学医学部附属病院 中央放射線部 小味昌憲 096-344-2111 

熊本赤十字病院 放射線診断科部  西小野昭人 096-384-2111 

 



 
平成 25 年 10 月 11 日 

施 設 長 様 
会   員 様 

熊本県糖尿病療養指導士会 
理事長 山下 照代 

 
平成 25 年度 第 3 回熊本県糖尿病療養指導研修会について（ご案内） 

 
 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 平素より、当会の事業活動に対しましては、ご理解賜り厚く感謝申し上げます。 
さて、熊本県糖尿病療養指導士会では、平成 25 年度第 3 回研修会を下記及び別紙のとおり

開催いたします。 
 お忙しい折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加いただきますようにご案内

申し上げます。 
 

記 
 
１．期日 平成 25 年 12 月 1 日（日） 
２．場所 熊本市東部交流センター（多目的室） 
      http://tobu-pbj.com/（交通アクセス）※室内履きをご準備ください 
３．日程 受付 8 時 50 分～9 時 10 分 研修 9 時 15 分～15 時 55 分まで 
４．研修内容 別紙、プログラムのとおり。 
５．注意点 

１）本研修は、1 日研修となっております。   
糖尿病療養指導士更新のために 

第 1 群＜看護師[申請中] ＞2 単位、 
第 2 群＜糖尿病療養指導[申請中]＞2 単位を取得できます。 

２）別紙申込用紙により申し込んでください。 
３）参加費 本会員  500 円[ 会費納入の場合に限る ] 
      非会員  2,000 円 
       

  ４）年会費は、5,000 円です。研修会当日の納入可。 
 

郵便局の場合は《振込先》 熊本県糖尿病療養指導士会 
                            記号  17180 

     番号  34954701 
 

※ 注意 第 2 群を認定希望される方は、必ず CDE 認定番号を会場にてご提示ください。 
番号の提示が無い場合は、認定証の交付が出来ませんのでご注意ください。 

http://tobu-pbj.com/


平成 25 年度 第 3 回熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ [ 幅広く学ぶ、糖尿病 ] 
 

○ 開催期日 平成 25 年 12 月 1 日（日） 
○ 開催場所 熊本市東部交流センター（多目的室） 

※土足禁止の為、室内履きをご準備ください。 
       http://tobu-pbj.com/（交通アクセス別紙） 
○ 参 加 費 2,000 円[25 年度会費納入者は 500 円] 
○ 認定内容  1 群（看護師）２単位申請中 

     2 群（糖尿病療養指導）２単位申請中 
受  付 （8 時 50 分～9 時 10 分） 
開会の辞 （9 時 10 分～9 時 15 分） 
 
１．午前の部 
《講演》 
 （9 時 15 分～11 時 15 分） 
  演題『 糖尿病合併症における患者支援 』（120 分） 
             藤沢市民病院 糖尿病看護認定看護師 桐生史江先生 
    埼玉県立循環器・呼吸器センター 糖尿病看護認定看護師 石毛圭輝先生 
（11 時 30 分～13 時 00 分） 

演題『 糖尿病の薬物治療 』（90 分） 
 “高齢者糖尿病の増加を視野に入れて” 

             兵庫医科大学 内科学 糖尿病学科 主任教授 
                      難波光義先生 

２．ランチョンセミナー（13 時 15 分～14 時 15 分） 
《講演》（60 分） 
  演題『 糖尿病の運動療法 』～個々にあった運動プログラムの立案～ 
   いちき串木野市医師会立串木野脳神経外科センター リハビリテーション部 
                   理学療法士 糖尿病療養指導士 津田祐輔先生 
 
３．午後の部（14 時 25 分～15 時 55 分） 
《講演》（90 分）   

演題『 糖尿病と妊娠 』 
  “糖代謝異常妊婦の管理 ～チーム医療の効果～” 

       大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科 副部長                                                  
和栗雅子先生  

連絡事項（15 時 55 分～16 時 05 分） 
閉会の辞 

企画責任者：川浪美保 

http://tobu-pbj.com/


熊本市東部交流センター 
所在地：〒861-8031 熊本市東区戸島町２５８８番地１ 

お電話 : 096-349-0888 

 

注意：新しい施設のため、住所・施設名・電話番号が、ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑに反映されていな

い場合があります。その際は、東部環境工場で検索してください。駐車場はございますが

台数に限りがあります。可能な限り、乗り合わせてお越しください。 

 

市営バス／交通センターから三山荘行きバスで三山荘バス停にて下車。徒歩 10 分です。 

車／益城熊本空港 IC より熊本市内方面へ向かい 3.0km。約 10 分です。 

    県道 36 号線をグランメッセ駐車場方向へ。突き当たりを戸島方面へ。 

    (右手に東部環境工場の煙突が見えます。当施設は、東部環境工場の敷地内です。） 

 

 
 

施設内は、土足禁止のため室内履きが必要です。 

各自、ご準備ください。 



 

 平成 25 年度 第 3 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ：『幅広く学ぶ、糖尿病』 

 

○ 開催期日 平成 25 年 12 月 1 日（日） 
○ 開催場所 熊本市東部交流センター（多目的室） 

※土足禁止の為、室内履きをご準備ください。 
       http://tobu-pbj.com/（交通アクセス別紙） 
○ 参 加 費 2,000 円[ 25 年度会費納入者は 500 円 ] 
○ 認定内容  1 群（看護師）２単位申請中 

     2 群（糖尿病療養指導）２単位申請中 
※ 注意 当日は、ＣＤＥＪの番号を控えてきてください。 

 
 

《研修会参加申し込み用紙》 

施   設   名 氏  名 電  話 

 
 

  

 
  下記の〔 〕内の該当する項目に○をつけてください。 

 
 １．熊本県糖尿病療養指導士会の会員の有無 〔 会員・非会員 〕 
  

２．糖尿病療養指導士の資格の有無     〔 ある・ない 〕 
  

３．研修会の単位希望について       〔 第 1 群・第２群・ない 〕 
  

４．あなたの職種について 
〔看護師・管理栄養士・栄養士・薬剤師・検査技師・理学療法士 
・その他（          ）〕 

 

※ 準備の都合上、11月 25日（月）までにご参加の申込みをお願いいたします。 

  下記あてに FAXにて送信してください。 

 〔この用紙に必要事項をご記入のうえ送信してください。送り状は不要です。〕 

 
 《送信先》宇城総合病院 野村千津子 宛て 

    ＦＡＸ 0964-32-3449 又は 0964-32-3112 
    ＴＥＬ 0964-32-3449 
  
 
 

宇城総合病院 栄養管理科 野村千津子 行き 

http://tobu-pbj.com/


  九州支部卒後教育研修会（第１２回生理機能部門研修会）の申し込みアドレス 
が間違っていました訂正して再掲載しました 

 
 【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     
 

       （誤）kazu.toku@ml.kagoshima.kagoshima.jp 
      （正）kazu.toku@ml.kch.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 
  

  

  

 

mailto:kazu.toku@ml.kagoshima.kagoshima.jp


平成25年度熊本市民健康フェスティバル開催報告 
     日    時：平成25年9月28日（土）・29日（日） 

     場    所：くまもと県民交流館パレア、びぷれす広場 

     主 催 団 体：熊本市、熊本市保健協議会、熊本県医師会、熊本市医師会 

                  熊本市保健医療専門団体連合会、熊本日日新聞社 

本年度は一昨年と同様10階フロアと新たに同階会議室に検査技師会の検査コーナ

ーを設置しての開催となりました。尿一般検査体験、心電図・腹部超音波検査（事

前予約各日120名）、微生物・病理検査体験、血管年齢測定、乳がん検診啓発と昨

年より新設した子宮がん検診啓発など来場者に検査の受験・体験をしていただき

ました。また前回導入した顕微鏡モニターが好評だったため、今回も病理・微生

物検査体験コーナーに導入し来場者からは「見やすく説明が分かり易い」など好

評でした。今回も大きなトラブルもなくフェスティバルを終了することが出来ま

した。 

出動いただいた会員の皆様、機材提供いただいた各社にお礼申し上げます。 

【受検者数】 

 28日（土） 29日（日） 合計 

腹部ＵＳ ※1 108（116） 89（115） 197（231） 

心電図 108（116） 89（113） 197（229） 

尿一般検査 249（0） 203（0） 452（0） 

病理体験 55 (0)   68 (0) 123 (0) 

微生物体験 159（0） 130（0） 289（0） 

乳がん啓発 137（105） 177（132） 314（237） 

血管年齢測定 642（530） 537（517） 1179（1047） 

子宮がん啓発 186 (98) 160 (142) 346 (240) 

出動者  ※2 40 （44） 40 （43） 80 （87） 

 （ ）は昨年受検者数 昨年尿一般・病理・微生物体験コーナーは休止 

※ 1 腹部ＵＳと心電図は原則としてセット項目（各日予約120名） 

※ 2 9/27（金）準備出動者6名 

機材協力各社 
超音波装置 日立アロカ株式会社 

 

アイティーアイ株式会社            

（ＧＥ横河メディカルシステムズ株式会社） 

 東芝メディカルシステムズ株式会社 

心電計 

 

フクダ電子西部南販売株式会社 

血管年齢測定 株式会社ケミカル同仁 

顕微鏡モニター 八尾日進堂 

 

担当 渉外法規部  田中 信次 
 

 



平成25年度熊本市民健康フェスティバル出動者名簿

　開催日：平成25年9月28日(土)～29日(日)
　会　場：くまもと県民交流館パレア、鶴屋ホール、びぷれす広場

◎印は各部署の責任者です

9月28日(土） 9月29日(日）
担当 氏    名 施  設  名 氏    名 施  設  名

尿一般 田原　彩華 熊本医療センター 嶋村　啓太 熊大病院中央検査部
外園　宗徳◎ 熊本医療センター 外園　宗徳◎ 熊本医療センター
松岡　拓也 済生会熊本病院 増永　純夫 熊本中央病院
上村　弘子 熊大病院中央検査部 近藤　妙子 済生会熊本病院
増永　純夫 熊本中央病院 西原　幸治 熊本再春荘病院

微生物 新屋敷　紀美代 熊本第一病院 新屋敷　紀美代 熊本第一病院
大隈　雅紀◎ 熊大病院中央検査部 山本　景一◎ 熊大病院中央検査部
田中　洋子 熊大病院中央検査部 溝上　幸洋 済生会熊本病院
福嶋　理香 熊大病院中央検査部 福重　翔太 済生会熊本病院
磯崎　将博 天草地域医療センター 松下　久美子 天草地域医療センター
久原　春代 熊大病院中央検査部 宮前　美紀 熊本中央病院
正木　孝幸 化血研

病理 作本　省悟 公立玉名中央病院 立山　敏広◎ 熊本中央病院
河野　公成◎ 熊本市民病院 島本　浩二 熊本市民病院
石原　光浩 熊大病院病理部 田上　圭二 済生会熊本病院

心電図 柁原　ゆい 熊大病院中央検査部 前田　紗希 朝日野総合病院
城戸　亜耶乃 熊大病院中央検査部 吉田　沙有里 朝日野総合病院
松村　まゆ 日赤熊本健康管理センター 岡崎　セリカ 日赤熊本健康管理センター

超音波 山田　綾乃 熊本中央病院 岩山　義雄◎ 熊本中央病院
山川　津恵子 済生会熊本病院 吉田　秋子 青磁野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
桑原　智英◎ 熊本市医師会地域医療センター 菅原　純加 公立玉名中央病院
原田　美保 熊大病院中央検査部 前田　麻衣 日赤熊本健康管理センター

石橋　圭輔 日赤熊本健康管理センター 奥村　彰太 日赤熊本健康管理センター

迫　宣之 日赤熊本健康管理センター 田中　聡美 済生会熊本病院
田上　恵 日赤熊本健康管理センター

血管年齢 永吉　萌 熊本第一病院 永吉　萌 熊本第一病院
大村　香織 熊本医療センター 井手　俊明 熊大病院中央検査部
今鷹　貴梨子 熊本医療センター 古賀　尚子◎ 熊大病院中央検査部
西村　仁志◎ 熊大病院中央検査部 清田　健一 日赤熊本健康管理センター
井島　廣子 陣内病院

子宮がん 杉谷　由幾◎ 日赤熊本健康管理センター 田上　さやか◎ 熊大病院病理部
啓発 紫垣　まどか 熊本中央病院 熊谷　亜紀子 熊本市医師会検査センター

境　一 熊本赤十字病院 竹下　博士 熊本再春荘病院
乳がん 松本　珠美◎ 保健科学大学 成松　美和 済生会みすみ病院
啓発 川野　笑子 済生会みすみ病院 徳永　好美 熊本機能病院

西山　明美 あきた病院 桑野　英子◎ 公立玉名中央病院
手蓑　京美 谷田病院 廣瀬　里子 公立玉名中央病院

案内・誘導 田中　信次　 日赤熊本健康管理センター 田中　信次　 日赤熊本健康管理センター
山本　典夫 くまもと森都総合病院 鬼塚　東洋 済生会みすみ病院
鬼塚　東洋 済生会みすみ病院 原田　精一 化血研
原田　精一 化血研 瀧口　巌 日赤熊本健康管理センター

中潟　順子 熊本回生会病院
出動者数 40 　 40

田中　信次　 日赤熊本健康管理センター 西山　明美 あきた病院
工藤　圭子 熊本市医師会地域医療センター 大隈　雅紀 熊大病院中央検査部
立山　敏広 熊本中央病院
鬼塚　東洋 済生会みすみ病院

出動者数 6

　9月27日（金）　準備



 

平成 25 年度 熊本市民健康フェスティバル活動風景 



平成25年12月～平成26年2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月　日 場 所 主　題 内　　容 区分 点数

循環器疾患における検査データの見方･臨床的意義
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12日
鹿児島

市
九州支部卒後教育研修会
第12回生理機能部門研修会

虚血性心疾患における検査技師の役割 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

2月未定 城北地区研修会

2月6日 熊本市 生化学・免疫・情報研究班研修会
基礎的な血液ガスデータの読み方，酸塩基平衡・
血液検体の取り扱い方について

専門 20

2月8日
or 15日

熊本市 輸血検査研究班研修会
血液内科の輸血について
造血幹細胞移植について

専門 20

2月19日 熊本市周辺地区勉強会

2月22日 熊本市 画像生理検査研究班研修会 腹部・心臓エコー実習 専門 20

2月22,23
日

熊本市 九州支部血液部門卒後研修会

2月23日 熊本市 一般検査研究班研修会 未定 専門 20

2月27日 熊本市 神経機能生理研究班研修会 心電図症例検討会 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。

20

生化学・免疫・情報研究班研修会

1月未定 熊本市 微生物・公衆衛生研究班研修会 専門

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム」

専門 2012月7日 熊本市
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