
平成２５年２月吉日 

 

会 員 各 位 

 

                         社団法人熊本県臨床検査技師会 

                            会 長   瀧口  巌 

 

 

 

平成２４年度 第２回定期総会開催通知 

 

 

 

定款第２０条により平成２４年度社団法人熊本県臨床検査技師会第２回定期総会を開催 

するので会員各位の出席を要請します。 

 

 

 

 

 

      日 時 ： 平成２５年３月２３日（土） １５：３０～ 

 

      場 所 ： ホテル日航熊本 

 

 

＊委任状提出のお願い 

   平成２４年度第２回定期総会に出席できない会員は、必ず委任状（同封のはがきに

記名捺印）を提出して下さい。 

   （施設の連絡責任者が責任をもって提出して下さい） 

 

      委任状提出期限 ；平成２５年３月２０日（水） 

 

＊ 定期総会当日は、議案書並びに会員証を必ず持参して下さい。 

 



会員各位     

 

 

熊本県臨床検査技師会創立 60周年・法人化 25周年 

記念式典における功労者表彰について（お知らせ） 

 

                        社団法人熊本県臨床検査技師会 

                            会 長  瀧口 巌 

 

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、当会では平成２５年３月２３日（土）、ホテル日航熊本に於いて、記念

式典を開催致すことになりました。（詳細は２月号ニュース版をご覧ください） 

 つきましては、下記の方々が記念式典に於いて特別表彰者として表彰されます。又、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）  
       記念式典  午後 6 時～6 時 40 分  
       記念祝賀会 午後７時～９時 
 
一、場所 ホテル日航熊本 ５階 
 
一、特別表彰者（６名） 
     梅橋豊蔵 氏、廣瀬英治 氏、林 眞三 氏、上原正信 氏、 
     田崎隆二 氏、戸坂雅一 氏 
                             順不同 
 
一、感謝状（６社） 
     一般財団法人化学及血清療法研究所 

株式会社アステム 
株式会社ケミカル同仁 
正晃株式会社 
堤化学株式会社  
九州東邦株式会社 

順不同 
以上 

 
 

 

 



平成24年度 第11回常務理事会 

日 時 ： 平成２５年２月１２日（火）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）、山本、坂口、田中、徳永、中潟、寺本   
  欠席者 ： 池田、松本（恵） 
 
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技関係（1/25日臨技情勢報告会、技師連盟会議、1/26全国幹事会）、九臨技関連（九州支部会2/2；

第48 回H25.10.5～6 福岡、第49会H26.11/1～2 沖縄、九臨技協議会の存続について）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（2//11現在1009名）理事会案内について 
   ・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（印刷数1100詳細は別紙） 
   ・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、その他のﾚｸは難しい） 

・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（9/28,29） 
   ・事業（池田）；平成24年度熊本県精度管理調査報告会（H25/1.26） 
   ・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、第 45 会県学会進行状況）、学術奨励

賞学術推薦2題、輸血班員名簿 
   ・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  
   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、熊本県プライマリケア研究会総会（3/2 12：15～13：00） 
 ＜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）式典・講演会、祝賀会 日 時；平成25年3月23日（土） ホテル日航熊本 
 16：30～17：30 講演会（戸田奈津子氏）、 
 18：00～18：40 式典（来賓：知事、市長、県・市医師会会長、日臨技会長に依頼） 
 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、3月審査会を予定しかし現在修正作業中、4月1日認可をめざす 
３、平成24年県知事医事功労者祝賀会（会員表彰祝賀会）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の受付について→事務所で出欠確認→担当地区へ随時連絡→調整は地区で 
５、熊臨技から座長を依頼する際の出張費負担について→ 再度検討 
６、平成25年3月23日 15：30～ 社）熊臨技平成24年度第２回定期総会を予定、役員を決定する必要あり 
７、医専連30周年記念式典・祝賀会 2月23日 
  15：00～17：00 講演会（熊本市医師会館）、19：00～21：30 祝賀会（熊本ホテルキャッスル） 
８、第6回熊本県医療保健福祉連携学会（3/2 13：00～19：00）スタッフ派遣について 
９、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、出演者検討中6/19、6/26、7/14 3回を予定（新しい検査法？新生児関連？ 未定） 
（２）新法人移行後の各部の編成について 
 ＊新法人では事業ごとの割り振りで予算を計上しなくてはいけない。現在の部割では難しい。 組織運営規程などの

変更が必要になるかもしれない。 
（３）熊本県学会（八代地区）による優秀演題賞の設定について・・・修正点をさらに協議する。 

次回会議は平成25年3月5日（火）18：30～ 熊臨技事務所                   以上 



第45 回 熊本県医学検査学会のご案内 

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 

記 

 

１．学会開催日 平成25年6月23日（日） 

２．会 場   やつしろハーモニーホール 

３. テーマ      「過去から未来への臨床検査」 

４．特別講演  臨床検査 過去から未来（仮題） 

講師：琉球大学医学部 臨床検査医学講座教授 

山根 誠久 先生 

５．特別講演  災害医療について（仮題） 

講師：熊本労災病院 脳神経外科部長 

山城 重雄 先生 

６．ランチョンセミナー 

        ① 寄生虫の話 

        講師：熊本保健科学大学 松本珠美 先生 

        ② CKDについて 

        講師：シー メンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 

        ③ 生理検査分野 

        講師：未定 

７．懇親会・レクリエーション 

期日 平成25年6月22日（土）（学会前日） 

懇親会場  エルセルモ八代（アルデア アルカサール） 

レクリエーション  ゴルフコンペ 

 

尚、宿泊については各自で予約してください。 

ランチョンセミナー・懇親会・ゴルフコンペの詳細案内については次号に予定してお

ります。 

 

(問い合わせ先) 実行委員長 井上博幸・学会学術部長 森口美琴  

〒866-8533  熊本県八代市竹原町1670 

熊本労災病院 中央検査部 

Tel 0965-33-4151(内線460) Fax 0965-32-4405 

E-mail 45kamt@gmail.com 



事 務 連 絡 
平成 24 年 2 月吉日 

 
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 1 回熊本県糖尿病療養指導研修会について（ご案内） 

 
梅香る候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、熊本県糖尿病療養指導士会では、平成 25 年度第 1 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ご案内

申し上げます。 
記 

 
１．期  日  平成 25年 4月 14日（日） 

２．場  所  熊本県立大学（講義棟 2 号館・総合管理学部棟１F 中会議室２） 

http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2006/access.htm（交通アクセス） 

 

３．日  程  受 付 8時 30分～8時 55分  研修会  9時 00分～16時 30分 

                        

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、糖尿病療養指導士更新のために、第２群＜糖尿病療養指導＞  

２単位が取得できます。 

          2)別紙申し込み用紙により申込んでください。 

     3)参加費  500円〔会費納入の場合に限る〕 

非会員及び 25年度会費未納者は 2,000円 
     4)年会費は 5,000円です。研修会当日の納入可。 

 

                 郵便振込の場合は 《振込先》 熊本県糖尿病療養指導士会 

                                 記号 17180 

                                 番号 34954701 

      
 

http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2006/access.htm


平成 25 年度 第 1 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

 
テーマ 「糖尿病スキルアップ最前線」 

 
○ 開催期日 平成 25 年 4 月 14 日（日） 
○ 開催場所 熊本県立大学（講義棟 2 号館・総合管理学部棟１F 中会議室２） 
       http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2006/access.htm（交通アクセス） 
 
○ 参 加 費 2,000円 [25年度会費納入者は 500円] 

○ 認定内容  2群（糖尿病療養指導）２単位申請中 

 

受  付 （8時 30分～8時 55分） 

開会の辞 （8時 55分～9時 00分） 

 
 
１．午前の部 （9 時 00 分～12 時 10 分） 
 

《講演》途中 10 分休憩（180 分） 
   演題 1  9 時～10 時 30 分 

『 CDE としての活動 ～患者さまとのかかわりを通して～ 』（90 分） 
       国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 管理栄養士 

                             村岡 まき子 先生 

 
   演題 2  10 時 40 分～12 時 10 分 

『 熊本県における糖尿病予防総合対策 』（90 分） 
        熊本県健康づくり推進課 主幹 

                下村 登貴子 先生 
 
 
2．午後の部 （13 時 10 分～16 時 20 分） 
 

《講演》途中 10 分休憩（180 分）   
演題 3 

『 糖尿病の最新情報 』 

 水俣市立総合医療センター 代謝内科所長 

                               西田 健朗  先生 
 

連絡事項 （16時 20分～16時 25分） 

閉会の辞 （16時 25分～16時 30分） 

http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2006/access.htm


 

  

平成 25 年度 第 1 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ：『糖尿病スキルアップ最前線』 

 

○ 開催期日 平成 25年 4月 14日（日）9時～16時 30分 

○ 開催場所 熊本県立大学（講義棟 2号館・総合管理学部棟１F 中会議室２） 

○ 参 加 費 2,000円 [25年度会費納入者は 500円] 

○ 認定内容 ２群（糖尿病療養指導）２単位申請中 

 

《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２群・ない〕 
  

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

 

 

※ 準備の都合上、4月 5日（金）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 



　　　熊臨技生涯教育委員会

4月5日
6日

熊本市 自動化学会春季セミナー

4月11日 熊本市 一般検査研究班研修会 検体検査 専門 20

4月23日 熊本市 血液検査研究班研修会 検体検査 専門 20

4月25日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 検体検査 専門 20

4月25日 熊本市 生化学・免疫・情報研究班研修会 検体検査 専門 20

4月27日 熊本市 輸血検査研究班研修会 検体検査 専門 20

4月未定 城北地区研修会

5月2日 熊本市 画像生理検査研究班研修会 生体検査 専門 20

5月9日 熊本市 一般検査研究班研修会 検体検査 専門 20

5月未定 城南地区研修会

5月未定 熊本市 輸血検査研究班研修会 検体検査 専門 20

5月23日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 検体検査 専門 20

5月25日 熊本市 熊本県標準化研修会

5月28日 熊本市 血液検査研究班研修会 検体検査 専門 20

5月30日 熊本市 神経機能生理研究班研修会 生体検査 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。

４月～５月研修会予定表

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
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