
 

平成25年度 第8回常務理事会 

日 時 ： 平成25年11月12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、田中、池田、徳永、中潟、寺本 
欠席者：坂口 

＜報告事項＞ 
 １、会長報告； 
  ２、各部報告 
  ・総務（松本）；会員動向（11/12現在1037名）、 
  ・広報（山本）；ﾆｭｰｽ版の発行･発送 
  ・組織（坂口）；地区再編について（理事会提出案） 10/19学術講演会時レクリエーション ボウリング46名 
    懇親会44名参加 

・渉法（田中）；平成26年度賛助会員募集を来年1月から開始予定 
  ・事業（池田）；平成25年度熊本県精度管理解析会を1月後半に予定。10/21の資料配布後結果はほぼ回収 

今年度初参加の微生物・尿沈渣。微生物は67施設から返答あり。 
  ・学術（徳永）；学術講演会（婦人科）10/19（土）参加者約50名 第63回日本医学検査学会一般演題座長決定。 
    研究班活動費追加あり。日臨技九州支部部門員推薦名簿を確定 
  ・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63回日本医学検査学会 H27/5/17・18 新潟   座長推薦； 
 生理（岩山義雄技師 熊本中央）、輸血（永田雅博技師 熊本医療）、チーム医療（春田昭一技師 済生会） 
４、第64回日本医学検査学会 H28/5/14 福岡国際会議場（佐賀県担当） 第65回は兵庫県立候補 
５、第49回九州支部医学検査学会（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） 
   演題締切は12/10 抄録締切 H26/3/10 
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） →会議計画中とのこと 
８、平成25年熊本市衛生検査精度管理専門委員会 11/29（池田勝義技師、田嶋恵美子技師） 
９、第7回熊本県医療・保健・福祉連携学会 賛助金・広告募集 賛助金5万円（熊臨技）広告は熊保大に依頼 
10、日臨技 認定管理検査技師コースの受講者募集（50～60名） 10/22現在24名とのこと 
11、知事表彰候補者常務理事会で推薦→表彰推薦委員会へ  
12、日臨技精度保障認証施設 現在まで３施設申請  
 
＜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からできた分を入稿（学術以外）、11月18日の週で校正実施、歴代会長（写真入り）に挨拶文を依頼。 
  今後の予定（表紙の選定、学術ページの校正、発行を急ぐ） 
２．平成25年度第2回理事会及び地区懇談会 H25/11/30 
  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回学会進捗状況、地区再編について、組織運営規程見直し（地区再編に伴うもの） 
   知事表彰候補者推薦、懇親会17:30～ 城乃井旅館 会費5000円 
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、第7回熊本県医療・保健・福祉連携学会 分科会演題・演者の選考（12/10まで） 
  テーマ 「多職種における医療連携」 候補に打診 
５、全国検査と健康展開催について（企画書参照） 
日時：11/17（日） 9:00～12:00 会場 ゆめタウン光の森 11名 
内容：パネル展示、パンフレット入りエコバック配布 検査説明コーナー アンケートなど 
 
次回会議：12月10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 

 

 



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 



 
【 熊本保健科学大学(会場)へのアクセス 】                         

 
       

※車でお越しの場合は、駐車場が利用可能です。 
※会場周辺には、コンビニ・飲食店等が少ないのでご注意ください。 

 
大学までの所要時間（目安） 

起点 → 大学 JR 利用（西里駅） 路線バス利用 自家用車 

JR 上熊本駅から 約 10 分 約 15 分 約 10 分 

JR 熊本駅から 約 15 分 - 約 25 分 

熊本交通センターから - 約 25 分 約 20 分 

熊本空港から 
リムジンバスで 
熊本駅前まで約 45 分 

リムジンバスで 
交通センターまで約 35 分 

約 60 分 

 
１．JR から 鹿児島本線 西里駅前 
２．熊本交通センターから 23 番のりば、「上熊本・西里」経由のバスに乗車。 

      「西里駅前」下車、バス停より徒歩４分 
      ※駅構内の跨線橋をご利用いただくと便利です。 
      ※運行時刻を御確認ください 



平成 25年 11月 22日 

 

会員 各位 

一社）熊本県臨床検査技師会 

微生物・公衆衛生研究班班長  

大隈 雅紀 

 

微生物・公衆衛生研究班研修会  

スライドカンファランスのお知らせ 

 

拝啓 寒冷の候、会員各位にはますますご健勝のことと喜び申し上げます。 

さて、微生物・公衆衛生分野を中心とした恒例のスライドカンファランスを下記の

通り開催します。 

今年 1年間、学会、研修会および研究会などで発表した演題報告（検討報告、症例報

告、レクチャーなど）、さらに最新のトピックス、特別講演を企画しました。 

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。   

 

                     記 

日 時  ：平成 26年 1月 18日（土）13：30～17：00 （受付：13：00～） 

会 場  ：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4階 第 3講義室 

プログラム： 

1．スライドカンファランス（学会、研修会報告など） 

  ※多数の演題を募集します。皆でディスカションしましょう! 

 

2．トピックス 

①：『マイコプラズマ症について－リボテストマイコプラズマ－』  

講師：旭化成ファーマ  南 千花先生 

②：『ＰＣＲの基礎と微生物検出法』  

講師：ロシュ    長谷 麻樹子先生 

 

3．特別講演：『抗菌薬の個別投与設計法 －TDMや PK-PD理論の実践例－』 

                     講師：熊本大学医学部附属病院薬剤部 

医薬管理室室長 大村孝文先生 

※ 会終了後、新年会を開催いたします。参加ご希望の方は 12 月 27 日（金）迄に下記までご連

絡ください。 

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


 

 

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。

（今回は問題集を中心とした内容にする予定です。） 
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：２０１４年 １月２６日（日） 午前９：３０～１２時３０分終了予定（受付９時～） 

場 所：熊本中央病院 ２階 大講堂 

 

演 題：「基礎超音波医学 ～超音波検査士試験対策第 2回～」 

 

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。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 1 月 23 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） 



「全国検査と健康展 in 熊本」活動報告 

11月17日日曜日ゆめタウン光の森本館２階東側エレベーター横のスペースを借り、「全国検

査と健康展in熊本」を開催いたしました。 
これは、今年度より始まった日臨技公益事業の一つで、国民の健康づくりや生活習慣病の 

早期発見、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目的で、11月を「全国検査と健康展」と定め、全国一斉に開催す

るというものです。 
    1、ポスター展示（臨床検査技師の仕事、子宮・乳がんについて、超音波検査等）    

２、検査に関するリーフレット・パンフレット入りエコバック配布 
          （日臨技、保健科学大から提供されたもの 500 部） 
    ３、臨床検査技師認知度調査 
    ４、検査説明コーナー 
    ５、乳がんモデル触診体験 
開催当日、熊臨技では以上のことを行いました。 
臨床検査技師認知度は 60％でした。せっかく設けた検査説明コーナーは、事前の PR 不足の

せいか残念ながら訪問者は誰もいませんでした。 
乳がんモデル触診体験は「小豆みたいですね、参考になりました！」と好評でした。 
当日は、会場飾付・配布物準備に思ったより時間がかかりましたが、出動して頂いた会員の

皆様のご協力で、無事終了することが出来ました。ご協力に感謝申し上げます。 
今回の活動は準備期間が短かったこともあり目的が充分に達成できたか少々気になるところ

ですが、これは来年度以降へ期待したいと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
≪出動者≫ 
瀧口 巌 （日赤熊本健康管理センター）  新屋敷紀美代（熊本第一病院） 
増永 純夫（熊本中央病院）        光永 雅美 （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）  工藤 圭子 （熊本地域医療センター） 
坂本 康弘（熊本赤十字病院 病理部）   新屋敷 早紀（学生） 
大塚 幸二（熊本赤十字病院 病理部）   手蓑 京美 （谷田病院） 
松本 珠美（熊本保健科学大学）      中潟 順子 （熊本回生会病院） 

担当  手蓑 京美、中潟 順子  
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第４９回全国糖尿病週間行事における糖尿病検診出動報告 
 

 
日時：平成２５年１１月３日（日曜日）１０：００～１９：００ 
場所：鶴屋百貨店本館 １階サテライトスタジオ 
主催：（社）日本糖尿病学会、（社）日本糖尿病協会（実行は熊本県支部） 

 
第４９回全国糖尿病週間行事として熊本市会場では糖尿病検診が上記の日程

で行われました。糖尿病予防と啓蒙の目的で、会場に訪れた一般の方々を対象

に、血糖測定（臨床検査技師、看護師）、糖尿病の医学相談（専門医）、薬剤相

談（薬剤師）、栄養相談・パネル展示（管理栄養士）など行いました。 
臨床検査技師は看護師とともに血糖測定を担当しました。そして血糖値の高

い方は専門医による医学相談へ誘導しました。今回の検診受診者は８６５名で

した。一般の方々へ糖尿病の知識と関心をさらに広めた 1 日でした。 
 

 
 
出動者名：臨床検査技師１２名（糖尿病療養指導士１２名）（順不同） 
 
山本義成（もりの木クリニック）   今田龍市（くまもと森都総合病院） 
徳永好美（熊本機能病院）      宮前美紀（熊本中央病院） 
井島廣子（陣内病院）        岩木由紀子（済生会熊本病院） 
前田 卓（熊本労災病院）      岡美貴子（済生会熊本病院） 
松下美佐子（原口循環器内科医院）  薗田淑美（荒瀬病院） 
光本尚美（熊本大学附属病院）    宮川清隆（熊本再春荘病院） 

 
文責（岩木由紀子） 



月 日 場 所 主　　題 内　　　容 区分 点数

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　症例１ 専門 20

1月26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第２回～ 専門 20

症例検討会　症例１

　　　　　　症例２

　　　　　　症例３

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

3月6日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 サーベイ 専門 20

3月15日 熊本市 微生物・公衆衛生研究班研修会 講演会 専門 20

3月22日 熊本市 輸血検査研究班研修会 HLA，HPAについて 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。

血液検査研究班研修会1月28日 熊本市

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

　平成26年1月～平成26年3月

1月未定 熊本市 微生物・公衆衛生研究班研修会 20専門
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