
平成24年度 第10回常務理事会 

日 時 ： 平成２５年１月８日（月）19：00 ～ 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）、坂口、田中、池田、徳永、松本（恵）、中潟、寺本 
  欠席者 ： 山本 
 
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技関係（衛生検査所指導員推薦；上原氏、日本衛生技師連盟会議1/25、全国幹事会1/26）、九臨

技関連（九州支部会2/2）県関係（県医・保・福協議会臨時会議1/11、医専連理事会2/5）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（1/10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（第45回県学会前にゴルフコンペ開催6/22）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（H25/1.2613：00～15：30、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（現在３論文投稿） 
   ・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、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27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、 
４、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 

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 
 ５、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） 
 ６、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 新見昌子技師、広告；熊保大1件、賛助金；熊臨技より 
 ７、医専連理事会 H25.1.11 19：00～熊本県医師会館 出席 瀧口会長 
 ８、技師連盟連絡背金者会議 H25.1.25 14：30～日臨技会館 
  
＜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  
※祝賀会は会員表彰祝賀会とはきりはなす 
２、一般社団法人への移行に伴う申請手続きについて 
 ・12月9日申請 → 修正締切H25.1.15 運営規程などの変更あり 
３、平成24年県知事医事功労者祝賀会の発起人開催予定（未定） 
４、第45回県学会のランチョンセミナーなどの受付について→事務局で方法検討 
５、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；検討中 
６． 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 
７．健康フェス時のエコー・心電図ブース について；実行委員会で県技師会の意見を伝達  
８．その他 
（１）平成25年度熊本シティＦＭ放送（水曜 14：00～15分 ３回予定）出演者について： 
   テーマ、出演者未定（新しい検査法などはどうか） 
（２）日本臨床検査自動化学会 第27回春季セミナー 熊臨技顧問 安東教授例会長、熊臨技も共催（協力） 
 
次回会議は平成25年2月12日（火）18：30～ 熊臨技事務所                   以上 

 
 



会員各位     

 

社団法人熊本県臨床検査技師会 

                          会 長  瀧口 巌 

 

熊本県臨床検査技師会創立６０周年・法人化２５周年 

記念式典ならび記念講演会・祝賀会について（お知らせ） 

 

謹啓 会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、このたび、当会では創立６０周年・法人化２５周年を迎えることとな

りました。つきましては、下記の日程にて記念行事を開催致すことになりまし

た。会員の皆様方にもぜひご来場くださいますようお願いいたします。 

 式典では、会の功労者の先生方、並びに技師会業務に協力いただいている関

係各社への感謝状の贈呈も併せて行いますのでお知らせいたします。        

敬具 

 

記 

一、日時 平成 25 年 3 月 23 日（土）  
       記念講演会 午後４時３０分～ 

講師：戸田奈津子 先生（映画字幕翻訳家）「字幕の中に人生」 
記念式典  午後６時～  

       記念祝賀会 午後７時～ 
 
一、場所 ホテル日航熊本（〒860-8536 熊本県熊本市中央区上通町 ２−１） 
 
一、会費 （祝賀会２０００円） ※記念講演会、式典は無料 
 
一、申込先 
   〒860-0083 熊本市北区大窪 1-6-3 社）熊本県臨床検査技師会事務所 
   FAX 096-200-1221 メール：kumaringi@tos.bbiq.jp  
   
   ３月８日（金）までにご連絡ください 

以上 

 
 

※ この講演会に先立ちまして、平成 24年度 社）熊本県臨床検査技師会 総会を予定し

ております（１５：３０～１６：１０を予定） 

 

 

 

 

 



連絡先  ： 〒860-0083   熊本市北区大窪１－６－３ 熊臨技事務所 

（FAX送信先）          

            FAX 096-200-1221  
                                         

 

熊臨技創立60周年・法人化25周年記念行事について   ※３月8日（金）締切 

出席票 
 

                        平成２５年   月   日 

           

   施設名                  電話番号              

 

講演会 式典 懇親会

参加行事（出席するものに丸をおつけください）

氏名



【熊本県臨床検査技師会会費納入について】 
 
（社）熊本県臨床検査技師会では、日本臨床衛生検査技師会を通じて会費納入をお願いしており

ます。詳細はホームページ（http://www.jamt.or.jp/）のなかの「平成 25 年度会費納入について」

でも記載されております。 
 

口座振替日：平成 25 年 2 月 27 日（水曜日） 

忘れずに口座へのご入金をお願いします。ご自身の登録口座は日臨技会員専用ページでご確認ください。な

お、会員専用ページに口座情報が掲載されていても、印鑑相違等で書類に不備があった場合は、登録が完

了しておりません。そのような場合は、必ずご本人に返送して再提出依頼をしておりますので、速やかに

ご対応ください。  

口座情報の誤記入や印鑑違い等により不備があった場合は 2 月 27 日の振替ができない場合があります。

この場合、不備のある口座登録用紙を返送いたしますので速やかに訂正の上、再提出をお願いします。期

日に間に合えば平成 25 年 3 月 27 日に再度口座振替をいたします。 

 

コンビニ払い締切：平成 25 年 3 月 31 日（日曜日） 
※ご注意 

コンビニ払いを選択された方は平成 25 年 2 月中旬に日臨技からコンビニ支払い用紙が送付されますの

で、3 月 31 日までにお支払いをお願いします。コンビニ支払い用紙の他に「口座振替依頼書」を同封い

たしますので、こちらも速やかにご提出ください。 平成 25 年 4 月末日までに「口座振替依頼書」が提出

されていない場合、年会費が納入済みでも 6 月 1 日からの全員加入保険更新が出来ませんのでご注意くだ

さい。期日を過ぎますと、毎月末日締めで翌々月 1 日からの中途加入となり、無保険期間が発生しますの

でご注意ください。 

＜平成 25 年度会費＞ 
・10,000 円（日臨技年会費）+6,000 円（熊本県年会費） 計 16,000 円 

 

＜退会をされる場合＞平成 24 年度で退会を希望される方は、平成 25 年 1 月 31 日までに、退会の申請を

行ってください。同日までに退会申請がされていない場合、平成 25 年 2 月 27 日に平成 25 年度年会費が

口座から引き落としされます。引き落とし後に退会手続きをとった場合は、別途返金申請をしていただく

ことになります。 ＊退会申請は、日臨技会員専用ページから行ってください。同ページから申請できない

方は「退会届」をダウンロードして日臨技事務局に郵送してください。 

＜各種書類の郵送先＞ 

〒143－0016 東京都大田区大森北 4 丁目 10 番 7 号 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会  

問い合わせ先：           一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 03-3768-4722 

 



平成 25 年 1 月 25 日 
関係各位 

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 
九臨技一般検査部門委員 中島哲也 

 

日臨技九州支部卒後教育研修会 第 11 回玄海シンポジウム 開催案内 

 
謹啓 
 会員の皆様におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 
 この度、「日臨技九州支部卒後教育研修会 第 11 回玄海シンポジウム」を開催いたします。 
今回は、尿路の細胞形態をテーマに企画しました。初心者から認定一般検査技師を目指す技師ま

でわかりやすく幅広い内容で講演していただきます。また、「日臨技認定更新指定研修会（一般検

査）」の承認（承認番号：一般 12-011）を得ています。  
各県会員皆様の参加をお待ち申し上げます。 

謹白 
 
◇開催日時  平成 25 年 3 月 2 日 （土曜日） 10:00 ~ 16:30 
◇開催場所  ナースプラザ福岡（福岡市）  
◇参加資格 日本臨床衛生検査技師会員 
◇募集人数 220 名   
◇参加費 4,000 円  
◇申込締切平成 25 年 2 月 25 日（月）（定員になり次第締め切ります） 
◇申込方法  メールでの申込みとなっています。 

件名に「玄海シンポジウム申込」として、必要事項を入力の上申込みメールアド

レスまで送信下さい。申込みの受領、参加費振込口座、会場案内図をメールで返

信します。参加費振込で受付が完了します。 
  ＊申込みメールアドレス 11th-genkai@hakujyujikai.or.jp 

〈申込み事項〉   
①氏名（ふりがな）②施設名・所属③技師会会員番号④〒住所 
⑤電話番号（内線）⑥メールアドレス⑦一般検査経験年数 
⑧認定一般検査技師資格の有無（番号）⑨弁当の有無（希望者は手配します。500 円） 
⑩質問（日常業務での疑問にお答えします） 

◇問合せ   メールのみの問合せとなっています。 
＊問合せメールアドレス gftdk821@yahoo.co.jp    

   ＫＫＲ新小倉病院 臨床検査科 右田忍 （事務局） 

mailto:11th-genkai@hakujyujikai.or.jp
mailto:gftdk821@yahoo.co.jp


日臨技九州支部卒後教育研修会 第 11 回玄海シンポジウム 

 
 開催日  平成 25 年 3 月 2 日 （土曜日） 
 開催場所 ナースプラザ福岡（福岡市） 
セミナー 
【スケジュール】 
9：30  受付 
9：50 開校式・オリエンテーション 

10：00  【一般検査の基礎編】 
   1）硝子円柱フォトサーベイの解析と尿蛋白試験紙（Cr 補正での）影響について 
      独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター 臨床検査科 中島 哲也 技師 
   2）認定一般検査を受けるにあたって 
      福岡市医師会臨床検査センター 検査 1 課 血液・一般検査室 溝口 義浩 技師 
11：30  講義①  

尿沈渣の考え方と注意点 
健和会大手町病院 臨床検査部 山田 博 技師 
 

12：30  昼食 
 
13：15  講義② 

第 1 版腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約の改正点と問題点 
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 病理診断科部長 下釜 達朗 先生 
 

  10 分休憩 
 
14：25  講義③ 

ここまで考えたい！！尿沈渣 in 玄海シンポ 
KKR 札幌医療センター 臨床検査科  太田 惣 技師 

15：55  質疑応答 
16：15  閉会式 終了証書 
 
 



　申込み方法：座席数（約250席）に限りがございますので、参加をご希望 
　　　　　　　の方は、ご氏名、ご所属を下記までFAXで ご一報ください。　　 

　　　　　　　熊本大学大学院  生命科学研究部  看護学講座　南家  宛　 

　　　　　　　　               FAX : 096 – 373 – 5519    　   （お問合せ  TEL : 096-373-5476 ) 
 
 

平成25年3月16日(土）　　 
　　　　18時30分～20時30分 
　　　　会場：熊本県立劇場 
　　　　　　　　（大会議室） 

参
加
無
料 

第１部：事務局報告　 
「熊本県感染管理ネットワーク」の概要について 

 
第２部：記念講演　　　 

本格化するネットワークと感染制御の未来 　 
　　　　　　 講師：萱場　広之 先生 
　　　　　　　　　　  弘前大学大学院医学研究科 
　　　　　　　　　　  臨床検査医学講座　教授　　 

主催：熊本県感染管理ネットワーク運営委員会 
事務局：熊本大学 大学院生命科学研究部 看護学講座 (前田) 
　　　　熊本大学 医学部附属病院 感染対策室 

名義後援：熊本県 



                                

                               平成 25年 1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 勉強会のご案内 

 
 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。 
 今回、化学・免疫・情報研究班におきましては、最近、話題になっているＣＫＤ（慢性

腎臓病）補助診断マーカーの eGFR についてシスタチンＣを用いて算出する方法を紹介

していきます。 
  また、eGFR をもとに腎疾患について講演をお願いしております。 
 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 2月 21日 (木)  18:30～20:00 
【場  所】  熊本大学医学部附属病院 中央検査部  カンファレンス室  

 

【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000円) 

 
【講 演】 『シスタチン Cを用いたｅGFR換算値と腎疾患について』 

         講師：足立 浩先生 (アルフレッサファーマ(株) 学術部 事業推進部) 

 
 
【会場案内】 

 
 
 
【問合せ先】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)  

外来診療棟 3F 

（中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室） 



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。 

近年、輸血検査の精度の向上および標準化を目的とし、試験管法に代わる検査法が導入されてい

ます。今回は、多くの施設で導入されています『カラム法』について勉強会を企画いたしました。 
急遽決定したため、周知が遅れまして申し訳ありませんでした。 

 

謹白 

記 

 
日時 ： 平成 25 年 3 月 2 日（土曜日）  14：00～15：00（受付 13：30～） 

 

場所 ： 熊本大学医学部付属病院 医学教育図書棟 4F第 3 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：「カラム法の結果解釈とピットフォール」 
    講師：株式会社カイノス 学術部 
       佐々木 正照 氏 
     
    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
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