
             平成２４年度 第４回理事会報告 

 
 日 時 ： 平成２５年３月９日（土） 15:00～17:30 

場 所 ： 熊本県臨床検査技師会事務所  

 

1.開会：瀧口巌会長が議長として開会宣言 

 2.出席者確認（資格審査）：理事定員 32名（理事 30名・監事 2名）：定足数 1/2 （１７名）以上で成立を確認 

（出席者）瀧口、増永、松本（珠）、山本、田中、徳永（英）、坂口、松本（恵）中潟、寺本、渡辺、 

山平、三牧、鬼塚（東）、室原、古閑、徳永（好）、西山、山田、佐藤、平井、上原、上田、 

  （委任状）原田、池田、石橋、鬼塚（寛）、工藤、川口、矢野、安原、尾崎、 

 3.会長（議長）挨拶 

 4.議事 

＜報告事項＞ 

1.会長報告；医専連関係、県.県医師会関係、熊臨技関係 

日臨技関係: 技師連盟の会員が減少しているので加入促進依頼あり、 

九臨技関係：九臨技を廃止、日臨技九州支部一本化とする 

 2.各部報告 

   ・総務（松本）；3/22医事功労者知事表彰式（佐藤泰彦氏）、会員動向等（3/5現在 1027名） 

   ・広報（山本）；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、くまもと医学検査の発行、会員名簿（新法人の定款を掲載予定） 

   ・組織（坂口）：レクレーション（八代学会前日のゴルフコンペ 5組予定）世話役吉田技師 

   ・渉法（田中）；平成 25年度賛助会員・広告募集（46社目標）、健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ計画（9/28,29） 

   ・事業（池田）；平成 24年度臨床検査講習会 日程調整中（4月の可能性あり） 

   ・学術（徳永）；班長会議開催（3/7）、学術講演会の開催計画（婦人科）、県学会優秀賞・学術奨励賞の選考、 

くまもと医学検査査読中 

   ・生涯教育（松本）；生涯教育研修会等の開催登録（25年度の助成金対象 20件のうち 15件登録済み） 

・経理（中潟）；法人移行に伴う会計変更、会費の按分（法人会計：その他事業＝1：1）、復興特別所得税の周知 

・特別事業（寺本）；一般社団法人化への対応 

3.第 45回熊本県医学検査学会進捗状況 

    平成 25年 6月 23日八代ハーモニーホール、テーマ：「過去から未来への臨床検査」  

演題数 30題、優秀演題の表彰実施が承認された 

特別講演①「災害医療について（仮題）」 山城重雄先生（熊本労災病院脳神経外科部長） 

          市民公開講演として広報及びポスター作成等を行う 

②「温故知新の心」 山根誠久先生（琉球大学大学院医学研究科先進検査医学講座 教授） 

特別企画：ランチョンセミナー３題、学会・抄録についてのクイズ企画、懇親会（6/22）エルセルモ八代 

4.医専連 30周年記念式典・祝賀会 2 月 23日講演会（11/296）名、祝賀会（11/196）名出席。 

5.第 6回熊本県医療・保健・福祉連携学会（3/2 13:00～19:00）７名参加、懇親会３名出席。 

6.平成 25年熊本ｼﾃｨｴﾌｴﾑ放送出演者について 水曜 14:00～15分､3回予定（6/19、6/26、7/17） 

      新生児関連のテーマで対談  出演者（6/19今田幸）（6/26大隈雅紀）（7/17田崎隆二） 

7.一般社団法人への移行に伴う申請手続きについて 

12 月 9日申請済み、3月審査会 4月 1日認可予定 

＜協議事項＞ 

1. 平成 24年度第 2回総会について （3 月 23日 15:30～16:00 ホテル日航熊本）  

総会役員案 議長（今田龍市）、書記（野中喜久、藤崎郁） 

議事録署名人（溝上幸洋、外口憲一郎）、資格審査・議事運営委員（岩山義雄、岡崎孝憲） 

報告事項 （各部報告、第 45回県学会進捗状況、新法人移行進捗状況） 

協議事項  平成24年度第2回（解散）総会について 

平成25年度事業計画案及び平成25年度予算案について（法人移行に伴い形式が変更となった） 

一般社団法人移行及び定款変更について 

    ※委任状提出の徹底（解散・定款変更など重要事項の決定のため3/4以上の出席必要） 

2.熊臨技創立 60周年式典・祝賀会について （3月 23日） 

   15:30～16:00 解散総会（ホテル日航熊本） 

16:30～17:30 講演会 演者（戸田奈津子）「映画の中の人生」 

18:00～18:40 式典  200名確保（来賓：知事・市長・県・市医師会会長（代理）、日臨技会長出席） 

19:00～21:00 祝賀会 会費 2000円、賛助会員 5000円  ｱﾄﾗｸｼｮﾝ（津軽三味線）高崎裕士氏 

           来賓へ記念品贈呈、協力企業へ感謝状と記念品贈呈、 

実務委員 14名は出席予定者に依頼する（３/９現在 約８０名参加予定） 

3.平成 24年度県医事功労者知事表彰祝賀会の発起人会開催予定（４月以降） 

4.熊本県医学検査学会を地区開催する場合のランチョンセミナーの出欠確認について 

熊臨技事務所で出欠確認し、地区に伝達する 

45回熊本県医学検査学会ではランチョンセミナーと懇親会の出欠を同時に確認する 

5. 県学会優秀演題表彰について 

会場ごとに審査し、年齢制限を設ける 

選考基準作成済み 

今後も継続する予定 



 

6.座長依頼時の出張費を熊臨技で補助する場合の規程について（再検討し平成 25年度より実施予定） 

 対象となる学会・・・・・日本医学検査学会及び九州支部医学検査学会 

 補助額（参加費を含む） 九州内 15,000円 

             関西  30,000円 

             関東  40,000円 

             上限  50,000円 

             但し、職場から出張費が支給される場合は対象外とする 

 7.自動化学会春季セミナー（4/6くまもと森都心ﾌﾟﾗｻﾞ）のスタッフ募集について 

  熊臨技より 10名のスタッフ出動をお願いする 

8.その他 

9.閉会 



平成24年度 第12回常務理事会 

日 時 ： 平成２５年３月５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、山本、松本（珠）、坂口、池田、中潟、寺本 
欠席者：田中、松本（恵）、徳永、 

＜報告事項＞ 
 １、会長報告；県関係（医専連30周年記念学会 2/23、県医・保・福連携学会 3/2）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（3/5現在1010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（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計画進行中） 

・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年度臨床検査講習会計画中、県医師会と協議中。 
   ・学術（徳永）；子宮けいがん啓発街頭活動協力依頼(4 月14日)、３月7 日の研究班長会議、学術奨励賞、くま

もと医学検査論文査読へ提出中。 
   ・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  テーマ「過去から未来への臨床検査」 
（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）現在30演題、抄録締切3/10、優秀演題表彰（副賞も）行いたい。（基準作成済み） 
特別講演 琉球大学山根教授；一般市民公開講座とする 
特別講演 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、医専連30周年記念式典・祝賀会 2/23講演会（    ）名、祝賀会（    ）名出席 
 ５、第6回熊本県医療・保健・福祉連携学会（3/2 鶴屋７階、９階パレア） 7名参加、懇親会3名参加。 
  ＜協議事項＞ 
１、平成24年度 第4回理事会（平成25年3月9日15：00～16：30、熊臨技事務所） 
 報告事項（各部報告、第45回県学会進捗状況、新法人移行進捗状況） 
 協議事項（平成24年度第2回総会について（H25/3/23 15：30～ホテル日航熊本） 
 平成25年度事業計画案について、平成25年度予算案について熊臨技創立60周年記念事業の開催計画、記念誌発行 
２、平成24年度第2回総会案 3月23日15：30～16：10 ホテル日航熊本 
 議長；今田龍市技師（くまもと森都）、資格審査・議事運営；岩山義雄技師（熊本中央）岡崎孝憲技師（日赤健管 
書記；野中喜久技師（熊保大）、藤崎郁（熊本医療センター）、 
議事録署名人：溝上幸洋技師（済生会熊本）、     （医師会） 

３、熊臨技創立60周年記念式典・祝賀会 
（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）、映画の中の人生 
 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 アトラクション 津軽三味線高崎裕士氏 
４、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月審査会に修正案を提出中、4月1日認可をめざす 
５、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） 
６、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 
７、熊臨技から座長を依頼する際の出張費負担について→ 再度検討平成25年度より実施予定 
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、出演者検討中6/19、6/26、7/14 3回を予定（大隈雅紀技師、田崎隆二技師、今田幸技師を予定） 
（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が、しばらくは再編せず、今までの部体制で新法

人の分類に従って、報告、会計処理を行ってもらう。 
（３）自動化学会春季セミナー（4/6（土）：くまもと森都心プラザ）熊臨技が共催する。当日のみスタッフを出す。（10

名）該当者を池田理事に知らせる（来週前半） 
次回会議は平成25年4月9日（火）18：30～ 熊臨技事務所                   以上 



第45回 熊本県医学検査学会 

懇親会ならびにランチョンセミナーのお知らせ 
 

懇親会 
 １．開催日   学会前日：平成25年6月22日（土）  18：30より 

 ２．会 場   エルセルモ八代（アルデア アルカサール） 

 ３．会 費   5,000円 

 
ランチョンセミナー 
１．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．内 容   ① 超音波によるDVT評価について 

            講師：熊本中央病院   岩山 義雄 先生 

         ② CKD診療ガイドと尿検査 

            講師：ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社   渡辺 浩 先生 

         ③ 寄生虫検査の基礎知識 

            講師：熊本保健科学大学   松本 珠美 先生 

 

＜申込み方法＞ 

施設ごとに、会員番号・氏名と、懇親会ならびに希望するランチョンセミナー番号を記し、熊臨技

事務所までE-mailまたはFaxにて申し込みお願いします。今回は、学会参加者全員にランチョンセミナ

ーのかたちで昼食を準備しますので、参加予定の方は必ずランチョンセミナーの申し込みをお願いし

ます。学会当日は、受付にて整理券を配布しますので、セミナー時に各会場で提示して下さい。 

＜締め切り＞ 

平成25年6月7日（金） 

※尚、締め切り日以降の問合せ等は下記学会事務局までお願いします。 

(締め切り後問合せ先) 第45回熊本県医学検査学会事務局 熊本労災病院 井上博幸 

(Tel)0965-33-4151(内線460) (Fax)0965-32-4405 (E-mail)45kamt@gmail.com 

                                  

【申し込み先】6月7日(金)締め切り 

 施設名（              ）    熊本県臨床検査技師会 事務所（平井様） 

E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp 

Fax：096-200-1221 

会員番号 氏名 
懇親会参加 

○記入 

ランチョンセミナー○記入 

① ② ③ 

      

      

      

      

      

      

      

 



会員・賛助会員各位                      平成 25 年 4 月 1 日 
組織部 坂口 司 

世話人 熊本労災病院 吉田 健一 

第 45 回熊本県医学検査学会ゴルフコンペのご案内 

 麗春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、熊本県医学検査学会を八代で開催するにあたり、会員および賛助会員の

皆様方との親睦をより深めて頂きたく、ゴルフコンペを開催することに致しま

した。多くの方々の参加をお待ちしております。日時、ゴルフ場は下記の通り

です。 
 

記 
1. 日時    平成 25 年 6 月 22 日（土） 
       スタート時間 8 時 00 分 
       終了予定時間 14 時 50 分（予定） 
       ※スタート 30 分前には受付をお済まし下さい 
2. 場所    小川ワールドカントリークラブ 
        
3. 会費    3000 円 
4. プレー代  10,600 円（食事・ドリンク付、セルフ） 
 
 参加申し込みは 5 月 17 日までに e-メール、または以下の学会ゴルフコンペ申

込み用紙で Fax 下さい。 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 

第 45 回熊本県医学検査学会ゴルフコンペ申込み用紙 
 

済生会熊本病院  坂口 司 行 
Fax 096-351-8780 

e-メール tsukasa-sakaguchi@saiseikaikumamoto.jp 
 
1. お名前                                
2. ご所属                                
3. ご連絡先                               
4. コメント                               

mailto:tsukasa-sakaguchi@saiseikaikumamoto.jp


交通案内                              
 

 

 
 
所在地・連絡先                                        

〒869-0613  熊本県宇城市小川町東小川 2641-2 

TEL ：0964-43-5555 

FAX ：0964-43-4658 

 

アクセス方法                                     

自動車ご利用の場合 

九州自動車道／松橋 ICより 15ｋｍ 

松橋 ICの出口信号を左折して国道 218号線を松橋市街に向かってから国道 3号線に入

り、八代方面に走行する。約 8ｋｍ走行して小川町役場の交差点を左折する。突き当た

って右折してすぐに左折する。九州道高架をすぎて日石スタンドの T字路を右折すると

間もなく左に進入路がある。 

  

電車ご利用の場合 

JR鹿児島本線・小川駅下車 

 



全国各都道府県技師会 会長 殿 

第 62回日本医学検査学会 

学会長 野村 努 

実行委員長 多田 達史 

 

第 62回日本医学検査学会 事前参加登録、前日 PC受付 

並びに「行列ができるスキルアップ研修会 PartⅣ」参加受付のお知らせ 

 

 

 

謹啓 早春の候、貴会におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、平素より当会、第 62回日本医学検査学会の運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

さて、香川県臨床検査技師会では、平成 25年 5月 18日(土)～19日(日) 香川県高松市で

開催されます第 62回日本医学検査学会にむけて現在、全力で準備を進めているところです。 

すでにお手元の医学検査 3 月号でもご案内しておりますが、学会事務局より以下の 3 点

について貴会会員の皆様にご周知頂きたくお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

記 

 

 

１．学会事前参加登録（参加費 500円割引、3月 31日まで）のお知らせ 

２．学会前日受付および PC受付について 

３．行列ができるスキルアップ研修会 PartⅣ参加受付について 

 

 

１．学会事前参加登録について 

   本学会では、事前参加登録の特典として参加費 500円割引を実施しております。 

  （懇親会費も事前登録は可能ですが、割引はありません） 

  銀行口座引き落としの関係上、締切りが 3月 31日までとなっておりますので、 

  お早めに手続きをお願い致します。事前参加費登録は 日臨技ホームページより 

行ってください。（日臨技HP http://www.jamt.or.jp/index.php ） 

 

 

http://www.jamt.or.jp/index.php


 

２．学会前日受付および PC受付について 

   本学会では、学会前日の 5月 17日（金）13時～20時の間、サンポート高松にて 

  参加受付ならびに PC受付を行う予定です。特に 18日（土）の午前中に発表等がある

参加者の皆様は、混雑緩和のためにも前日の PC受付をご利用下さいますようお願い致

します。 

   

 

３．行列ができるスキルアップ研修会 PartⅣ参加受付について 

   本学会においても会期前日の 5月 17日（金）に行列ができるスキルアップ 

研修会 PartⅣを実施致します。 

参加登録は第 62回日本医学検査学会 学会ホームページのみで受付中です。 

定員になり次第、締め切らせて頂きますのでお早めに申し込み下さい。 

詳細は第 62回日本医学検査学会スキルアップ研修会専用ページをご覧下さい。 

 

行列ができるスキルアップ研修会 PartⅣ 

詳細案内・参加申し込み http://www.convention-w.jp/62jamt/skil.html 

 

 

お問い合わせ先 

第 62回日本医学検査学会 学会事務局 

〒761－0793 香川県木田郡三木町池戸 1750－1 

香川大学医学部附属病院 検査部内 

松永 徹 

TEL：087-891-2278 FAX：087-891-2281 

 

以上 

http://www.convention-w.jp/62jamt/skil.html


平成 25 年 4 月吉日 
会員各位 

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 
天草地区理事 
平井 義彦 
尾崎 睦哉 

主催：熊本県臨床検査技師会（天草地区） 

第 3 回超音波検査スキルアップセミナー in 天草 開催のお知らせ 

 
謹啓 
早春の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げ

ます。 
さて、この度第 3 回超音波検査スキルアップセミナー in 天草を開催する運び

となりましたのでご案内申し上げます。今年で 3 回目となります本セミナーは、

少人数制で実技講習会を行なっており、受講者 1 人ひとりが時間をかけてじっ

くり講習を受けられることから好評を得ております。初心者の方から上級者の

方まで対応可能な講師陣が揃っておりますのでお気軽にご参加いただきますよ

うお願い申し上げます。 
謹白 

 
記 

 
【日 時】平成 25 年 5 月 11 日（土） 13:00～ 
【会 場】天草地域医療センター 健診センター 
【参加費】実技講習会（1000 円）、症例検討及び講義は無料 
【定 員】各領域数名ずつ 
【内 容】症例検討、講義、実技講習会、 
【講 師】①腹部   小山大樹先生（日赤熊本健康管理センター画像診断課） 
     ②心臓   田上結貴先生（済生会熊本病院中央検査部） 
     ③頸部血管 山本多美先生（済生会熊本病院中央検査部） 
     ④下肢血管 元島留美先生（天草地域医療センター検査部） 
 
【実技講習会申し込み先】 
天草地域医療センター検査部 平井義彦 まで下記メール又は電話にてお申し

込み下さい。先着順で定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます

のでご了承下さい。なお症例検討及び講義を聴講のみの方は申し込みの必要は

ございません。 
メール：labo@amed.jp  TEL：0969-24-4111 

mailto:labo@amed.jp


                               平成 25年 3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、イムノアッセイについて基礎的なとこ

ろから測定方法の変遷などについて詳しくかつ分かりやすい内容で企画いたしました。 
 初級者の方は勿論、ベテランの方まで興味深い内容となっていますので、これを機に、

一緒におさらいしてみてはいかがでしょうか。 
  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 4月 25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】 『イムノアッセイを知ろう ～化学発光測定系の考え方・反応系の良し悪しを

決める要素～』 

         講師：荻原 貴裕先生 

          シーメンス・ダイアグノスティックス(株) マーケティング部 
 
【会場案内】 

 
 
【連絡先】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） 



会員各位 
 
 
 
 
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。 
今回、輸血検査の基本的な内容について及び平成 24 年度認定輸血検査技師試験の報告会を

企画しました。新人や新たに輸血検査に携わる方、認定輸血検査技師を目指している方な

ど多数のご参加お待ちしています。 
新年度のお忙しい時期とは思いますが、皆様のお越しをお待ちしております。 

 
謹白 

 
記 

 
【日時】 平成 25 年 4 月 27 日（土曜日） 14:00～16:00（受付 13:30～） 
 

【場所】 国立病院機構熊本医療センター2F 研修ホール 

※今年度より勉強会の会場が熊本医療センターへ変更となります。  
 

【内容】 
1. 輸血検査を行うみなさんへ 

～思いがけない盲点～ 
講師：永田 雅博技師（国立病院機構熊本医療センター臨床検査科） 

 
2. 認定輸血検査技師試験を受けてきました 

講師：下川 里美技師（国立病院機構熊本医療センター臨床検査科） 
 
【申込方法】 当日参加 
 
【連絡先】 国立病院機構熊本医療センター臨床検査科 輸血検査室 

下川 里美（TEL：096-353-6501／内線 3310） 

輸血検査勉強会のご案内 



    熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

熊臨技生涯教育委員会

6月14日 熊本市 一般検査研究班研修会 未定 検体検査 専門 20

6月23日 八代市 熊本県医学検査学会

6月25日 熊本市 血液検査研究班研修会 第48回　症例検討会 検体検査 専門 20

6月27日 熊本市 神経機能生理研究班研修会
心電図講習会～徐脈とその治療・ペース
メーカーを判読する～

生体検査 専門 20

6月27日 熊本市 病理･細胞検査研究班研修会 免疫染色と最近の話題 検体検査 専門 20

6月30日 熊本市 輸血検査研修会 輸血実技講習会 検体検査 専門 20

7月未定 城南地区研修会

7月未定 城北地区研修会

7月7日 熊本市 輸血検査研究班研修会 初級者実技講習会・説明・実技指導・解説 検体検査 専門 20

7月11日 熊本市 化学･免疫･情報研究班研修会 腫瘍マーカーの基礎と最近の話題について 検体検査 専門 20

7月11日 熊本市 一般検査研究班研修会 未定 検体検査 専門 20

7月20日 熊本市 微生物･公衆衛生研究班研修会 BVスコア講習会 検体検査 専門 20

7月23日 熊本市 血液検査研究班研修会 末梢血データの見方・考え方 検体検査 専門 20

7月30日 熊本市 神経機能生理研究班研修会 心電図講習会～頻拍を診る～ 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。
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