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平成２５年度定期総会開催通知

定款第１８条により、平成２５年度一般社団法人熊本県臨床検査技師会定期総会を
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６月２３日（日）

13:40～14:40

場

所

：

八代ハーモニーホール
（熊本県八代市新町5番20号

TEL 0965-53-0033）

＊委任状提出のお願い
平成２５年度定期総会（第４５回県学会と同時開催）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）
＊当日は、本議案書並びに会員証を必ず持参して下さい。
（平成２５年度会員証が未着の方は、前年度又はそれ以前の会員証を持参して下さい。）

平成 25 年度 第 1 回常務理事会
日 時 ： 平成２５年４月９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、田中、中潟、山本、寺本
欠席者：徳永、池田、松本（恵）※転勤のため長期欠席
＜報告事項＞
１、会長報告；
２、各部報告
・総務（松本ﾀ）
；3/22 医事功労者知事表彰受賞（佐藤泰彦氏）会員動向（4/9 現在 973 名）
・広報（山本）
；ﾆｭｰｽ版の発行･発送（印刷数 1100 詳細は別紙）
、くまもと医学検査の発行、会員名簿発行（定款）
・組織（坂口）
；レクレーション開催計画（ゴルフコンペ開催 6/22 計画 5 組予定 ｵｶﾞﾜﾜｰﾙﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ）
・渉法（田中）
；平成 25 年度賛助会員募集（現在 9 社）
、広告募集、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中止、精度保障研修会 6/8、8/3～4 生化学卒後セミナー
・学術（徳永）
；子宮けいがん啓発街頭活動協力依頼(4 月 14 日)、学術講演会（婦人科）計画中、県学会優秀賞
学術奨励賞の選考
・生涯教育（増永）
；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、総会のあとに学術奨励賞受賞記念講演実施。
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
懇親会；エルセルモ八代
４、平成 24 年度第 2 回総会（3/23 15:30～16:00 ホテル日航熊本）
合計 728 名（出席者 53 名、委任状 675 名）
５、熊臨技創立 60 周年・法人化 25 周年記念講演会、式典、祝賀会；講演会 149 名出席、式典・祝賀会（155 名）
６、平成 25 年熊本シティエフエム放送出演者について
新生児関連テーマ（出演者；6/19 今田幸、6/26 大隈雅紀、7/17 田崎隆二）
７、その他
＜協議事項＞
１、平成 25 年度総会（24 年度事業活動・決算報告） Ｈ25.6.23 13:10～14:10 予定
総会役員 議長、資格審査 2 名、書記 2 名必要
役員案をまとめる
２、表彰推薦委員会の開催（平成 24 年度熊臨技会員表彰）4 月中に実施する。
３、熊臨技創立 60 周年記念・法人化 25 周年記念誌の発行について 委員会を立ち上げ平成 25 年中に刊行
４、平成 24 年度県知事医事功労者・医専連表彰祝賀会の発起人会開催準備
県知事表彰（佐藤泰彦氏） 医専連票用（廣瀬英治氏）
５、平成 25 年度第 1 回理事会（平成 24 年度活動報告、総会対策）
6/1 14：00～16：00 同仁堂スタジオライフ、あじさいセミナーと同時開催。
６、あじさいセミナー計画；6/1 同仁堂スタジオライフ、内容未定、大劇ボウル（16:40 開始）
、懇親会百姓茶屋
７、第 46 回県学会（熊本市周辺地区）平成 26 年度総会
会期：平成 26 年 6 月、担当：熊本市周辺地区、 学会長（
）実行委員長（
）
８、熊臨技地区編成再編について ； 組織部で素案づくり
９、一般社団法人手続進捗状況（登記、登記完了日、公益目的財産の確定など）

次回会議は平成 25 年 5 月 14 日（火）18：30～ 熊臨技事務所

以上

一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会

長

滝口 巌

生涯教育委員 染矢賢俊

「あじさいセミナー2013 のご案内」
謹啓，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．
さて，熊本県臨床検査技師会ではあじさいセミナーを下記の通り開催致します．
このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く 6 月に開催しています．
講演後はボウリング大会や懇親会も予定しております．
つきましては，新人会員，新卒・入会予定技師の方ばかりでなく，一般会員の皆様の多数
の参加をお願い申し上げます．
謹白
記
開催日 ；平成 25 年 6 月 1 日(土)

13:30～17:00

会

場 ；同仁堂ホール スタジオライフ

内

容 ；
13:30 受付
14:00 オリエンテーション
14:10 接遇と医療安全
西山 明美（あきた病院）
15:00 休憩
15:10 検査技師と認定制度・学位取得
松本 珠美（熊本保健科学大学）
15:40 研究班・常務理事紹介 その他
16:05 移動（スポルト/大劇ボウル）
16:40 ボウリング大会（スポルト/大劇ボウル）
18:40 頃

会

費

懇親会（ひゃくしょう茶屋）

新卒・入会予定者
受講料 ；1000 円
2500 円

セミナーのみ
セミナー＋ボウリング

懇親会費は免除

一般会員
懇親会 ；4500 円（ボウリング＋懇親会）
3000 円（懇親会のみ）
申込締切 ；平成 25 年 5 月 24 日（金）
申込方法 ；氏名，勤務先，連絡先(TEL)，セミナー受講の有無，ボウリング参加の有無
懇親会参加の有無を明記の上，郵送または Fax にて下記までお送り下さい．
申込先 ；〒860 0008 熊本市中央区二の丸 1 番 5 号
国立病院機構熊本医療センター 検査科
染矢 賢俊
メール

電 話 096-353-6501

ketueki@kumamoto2.hosp.go.jp

FAX

096-353-6510

第 45回 熊 本 県 医 学 検 査 学 会
ランチョンセミナーのお知らせ
１．開催日

平成25年6月23日（日）12:00～13:00

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、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にてお申し込み下さい。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
備いたしますので、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、
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。
＜申し込み先＞
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
＜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

施設名（

会員番号

）

氏名

【申し込み先】6月7日(金)締め切り
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
ランチョンセミナー○記入
①

②

③

平成２５年４月吉日
会 員 各 位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会長 瀧口 巌

佐藤泰彦氏の医事功労者県知事表彰ならびに
廣瀬英治氏の医専連功労者表彰のご案内

謹啓 時下 会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さてこの度、佐藤泰彦氏（元熊本労災病院 現在は関西労災病院にご転勤）が公益事業や地域保健
事業等への貢献された事に対しまして、熊本県医事功労者知事表彰を受賞されました。また、廣瀬英
治氏（熊本保健科学大学）が長年の熊本市市民に対する健康と福祉増進のご功績に対し、熊本市保健
医療専門団体連合会より功労者表彰を受賞されました。
両氏の受賞は、ご本人はもとより職場、本県技師会にとりましても大変名誉なことであり、心から
お祝いを申し上げますと共に今後益々のご活躍を祈念致したいと存じます。
つきましては、下記により祝賀会を開催致しますので、ご多忙の折とは存じますが何卒多数ご出席
戴きます様宜しくお願い申し上げます。
敬白

記
一、日

時 ： 平成２５年６月２２日（土）１８：３０～

一、場

所 ： エルセルモ八代（ 熊本県八代市西片町１９７６ TEL0965-43-3390）

一、会

費 ：

5000 円

＊恐れ入りますが、施設連絡責任者の方は参加者を出席表にまとめ郵送又はFAX、e-mailにより
６月１４日（金）迄に下記までご連絡下さい。
以上
連絡先 ； 〒８６０－００８３ 熊本市大窪１－６－３ （社）熊本県臨床検査技師会事務所
事務所 FAX

096-200-1221
メールアドレス
kumaringi@tos.bbiq.jp
発起人
瀧口巌（日赤健康管理センター）

原田精一（化学及血清療法研究所）

増永純夫（熊本中央病院）

國田秀樹（熊本労災病院）

的場正文（熊本労災病院）

松本珠美（熊本保健科学大学）

※お詫び ４月号のニュース版では県学会懇親会でご案内いたしましたが、両先生の受賞祝賀会とし
てあらためてご案内申し上げます。

連絡先

： ８６０－００８３ 熊本市大窪１－６－３ （社）熊本県臨床検査技師会事務所

FAX 096-200-1221
佐藤泰彦氏の医事功労者県知事表彰、廣瀬英治氏医専連功労者表彰祝賀会
出席票
平成２５年
一、日

時 ： 平成２５年６月２２日（土）１８：３０～

一、場

所 ： エルセルモ八代

施設名

月

日

電話番号

参加者
氏名

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名

通信欄

＊６月１４ 日（金）迄に出席者をご連絡下さい。
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3

瀧口

0

5

巌

3

4

日臨技九州支部医学検査学会（第 48 回）一般演題募集要項
会 期：平成 25 年 10 月 5 日(土)・6 日(日)
会 場：福岡国際会議場 （福岡市博多区石城町 2-1）

I. 標記学会の一般演題および抄録を下記の通り募集いたします。
1．一般演題の登録はインターネットにおいてのみ受け付けいたします。
2．賛助会員の発表については直接学会事務局へお申込み下さい。
3. 今回は、演題と抄録を同時に受け付けとなりますのでご理解下さい。
演題・抄録 受付開始 ～ 締め切り

平成 25 年 5 月 20 日(月) ～ 7 月 11 日(木)

Ⅱ.インターネット利用による一般演題申込・抄録原稿作成について
1．Web にて日臨技ホームページを開く。
http://www.jamt.or.jp/jamtis/
1）トップページ右上の『会員専用ページ』をクリックする。
2）会員専用サイトに会員 No.パスワードを入力し「ログイン」をクリックする。
3）会員メニューの｢演題・抄録登録（都道府県用）｣をクリックする。
4）「≫演題登録/変更」をクリックすると日臨技総合情報システム(JAMTIS)の会
員 Menu が開く。
5）メニュー画面で【学会】
「Go 演題登録/変更」をクリックする。
6）主催技師会選択の「九州支部」を選び、開催年月日を入力し
「Go 学会検索」をクリックする。
7）日臨技九州支部医学検査学会(第 48 回)の演題リストの「Go」をクリックし、
「Go 演題の新規登録」をクリックする。
8）所定の登録フォーマットに従い演題登録や抄録等、必要事項を入力する。
なお、図・表等貼付のある物は不可。
9）入力が修了したら下部の「抄録(PDF)確認」をクリックし、
次の画面の「Go PDF 表示」をクリックし、画面で確認する。
不備の部分があれば示されるので「戻る」にて修正する。
10）確認後、PDF 画面を消し「Go 戻る」にて元の画面に戻り、画面最下部の
「Go 次へ」をクリックし次に「Go 登録」をクリックし送信する。
① 演題：明朝体 12P
② 氏名・施設名等：10.5P
③ 本文：明朝体 10.5P（26 字 18 行 2 段)
※ 明朝体フォントは MSP 明朝・MS 明朝等を使用する。
2．必ず、e-mail アドレスを明記して下さい。

Ⅲ.プレゼンデータの作成について
※全て液晶プロジェクターによる口演形式とします。
1 ． プ レ ゼ ン デ ー タ は 「 Microsoft Windows XP ～ 」 で 操 作 す る 「 Microsoft
PowerPoint2007 ～
」で作成してください。Macintosh の場合「Mac OS X」
で操作する「PowerPoint X」に限定し、必ず Windows XP 環境下で動作・文字化
けの確認を行ってください。
2．生理部門の発表に限り、動画による発表も可とします（但しビデオ・MO の使用
は不可）。動画再生ソフトは Windows Media Player です。
3．発表時間は 7 分以内です。スライド枚数に制限はありませんが、時間は厳守し
てください。
4．使用する文字のフォントは特殊なものを使用しないでください。
MSP ゴシック、MS ゴシック、Osaka 等の一般的なものをご使用ください。
Ⅳ．発表用プレゼンデータの取り込みについて
1．発表用プレゼンデータは当日 PC センターにて受付を行います。発表一時間前に
は登録を完了してください。記録媒体は CD-R（1 枚）又は、USB メモリ媒体とし
ます。
2．パケットライト方式で書き込まれた CD-RW は不可とします。
CD-R は追記のできないディスク アット ワンス方式で書き込んで下さい。
3．CD-R には必ずファイル名・演題名・施設名・氏名を明記してください。
ただしマジックペンで直接記入し、ラベル・シール等は貼らないでください。
4．記録媒体は事前にウイルスチェックを済ませてご持参ください。
5．当日 PC センターでもウイルスチェックを行いますが、ウイルス有りと判定され
た場合、スライドなしで演題発表をして頂きます。会の運営の妨げとなりますの
でくれぐれも、ウイルスの持ち込みのないようにお願い致します。PC センター
にて受付時に文字化等スライドの確認をして頂きます。
6．データ格納後のプレゼンデータの修正は原則として受けつけませんのでご注意
ください。
7．パソコンに取り込んだ演題内容は発表後事務局にて消去します。

日臨技九州支部医学検査学会（第 48 回） 事務局
〒812-0054 福岡市東区馬出 4 丁目 10-1
ナースプラザ福岡内
福岡県臨床衛生検査技師会 事務局
TEL & FAX ： 092-405-9033
E-mail ： famt@f7.dion.ne.jp

※ 詳細につきましては、ＧＷ明けより(社)福岡県臨床衛生検査技師会ホームページの
平成 25 年度日臨技九州支部医学検査学会(第 48 回)項に掲載致します。

第48回 九州支部医学検査学会
平成25年4月吉日

日臨技九州支部医学検査学会（第48回）学生演題募集要項
会期：平成25年10月5日（土）・6日（日）
会場：福岡国際会議場（福岡市博多区石城町2-1）
≪ 学生演題の申込み資格 ≫
１．学生演題の筆頭者は原則として将来臨床検査技師を目指し、現在、在学する学生とします。
また、共同発表者は７名以内です。
２．学生演題における共同発表者の扱いは、一般演題に準じます。ただし、共同発表者が学生で
ある場合には、抄録掲載料は徴収しません。
３．各学校公平な演題採用を行いますので、演題申込時に学校で順位を付けて下さい。
○演題数が多数の場合お断りする事がありますのでご了承下さい。
○一般演題の登録はインターネットにおいてのみ受け付けいたします。
（演題の登録は、日臨技会員の担当教官から登録をお願いします）
○演題と抄録を同時受付としますのでご協力お願いします。
○ご不明な点がありましたら、社団法人福岡県臨床衛生検査技師会までメールにてご連絡下
さい。（famt@f7.dion.ne.jp）
I．標記学会の一般演題および抄録登録方法
演題・抄録 受付開始 ～ 締め切り

平成 25 年 5 月 20 日(月) ～ 7 月 11 日(木)

Ⅱ．インターネット利用による一般演題申込・抄録原稿作成について
1．Web にて日臨技ホームページを開く。
http://www.jamt.or.jp/jamtis/
1）トップページ右上の『会員専用ページ』をクリックする。
2）会員専用サイトに会員 No.パスワードを入力し「ログイン」をクリックする。
3）会員メニューの｢演題・抄録登録（都道府県用）｣をクリックする。
4）
「≫演題登録/変更」をクリックすると日臨技総合情報システム(JAMTIS)の会員 Menu が開く。
5）メニュー画面で【学会】
「Go 演題登録/変更」をクリックする。
6）主催技師会選択の「九州支部」を選び、開催年月日を入力し
「Go 学会検索」をクリックする。
7）日臨技九州支部医学検査学会(第 48 回)の演題リストの「Go」をクリックし、
「Go 演題の新規登録」をクリックする。
8）所定の登録フォーマットに従い演題登録や抄録等、必要事項を入力する。
なお、図・表等貼付のある物は不可。
9）入力が修了したら下部の「抄録(PDF)確認」をクリックし、
次の画面の「Go PDF 表示」をクリックし、画面で確認する。

不備の部分があれば示されるので「戻る」にて修正する。
10）確認後、PDF 画面を消し「Go 戻る」にて元の画面に戻り、画面最下部の
「Go 次へ」をクリックし次に「Go 登録」をクリックし送信する。
①

演題：明朝体 12P

②

氏名・施設名等：10.5P

③

本文：明朝体 10.5P（26 字 18 行 2 段)
※ 明朝体フォントは MSP 明朝・MS 明朝等を使用する。

2．必ず、e-mail アドレスを明記して下さい。
Ⅲ．プレゼンデータの作成について
※全て液晶プロジェクターによる口演形式とします。
1．プレゼンデータは「Microsoft Windows XP～」で操作する「Microsoft PowerPoint2007 ～

」

で作成してください。Macintosh の場合「Mac OS X」で操作する「PowerPoint X」に限定し、必ず
Windows XP 環境下で動作・文字化けの確認を行ってください。
2．生理部門の発表に限り、動画による発表も可とします（但しビデオ・MO の使用は不可）
。動画再生
ソフトは Windows Media Player です。
3．発表時間は 7 分以内です。スライド枚数に制限はありませんが、時間は厳守して
ください。
4．使用する文字のフォントは特殊なものを使用しないでください。
MSP ゴシック、MS ゴシック、Osaka 等の一般的なものをご使用ください。
Ⅳ．発表用プレゼンデータの取り込みについて
1．発表用プレゼンデータは当日 PC センターにて受付を行います。発表一時間前には
登録を完了してください。記録媒体は CD-R（1 枚）又は、USB メモリ媒体とします。
2．パケットライト方式で書き込まれた CD-RW は不可とします。
CD-R は追記のできないディスク アット ワンス方式で書き込んで下さい。
3．CD-R には必ずファイル名・演題名・施設名・氏名を明記してください。
ただしマジックペンで直接記入し、ラベル・シール等は貼らないでください。
4．記録媒体は事前にウイルスチェックを済ませてご持参ください。
5．当日 PC センターでもウイルスチェックを行いますが、ウイルス有りと判定された場合、スライド
なしで演題発表をして頂きます。会の運営の妨げとなりますのでくれぐれも、ウイルスの持ち込み
のないようにお願い致します。PC センターにて受付時に文字化等スライドの確認をして頂きます。
6．データ格納後のプレゼンデータの修正は原則として受けつけませんのでご注意ください。
7．パソコンに取り込んだ演題内容は発表後事務局にて消去します。
日臨技九州支部医学検査学会（第 48 回） 事務局
〒812-0054 福岡市東区馬出 4 丁目 10-1
ナースプラザ福岡内
福岡県臨床衛生検査技師会 事務局
TEL & FAX ： 092-405-9033
E-mail ： famt@f7.dion.ne.jp

平成 25 年 5 月 1 日
関係各位
熊本県臨床検査技師会会長

滝口巌

第 1 回 熊本県精度保証研修会の御案内
謹啓 立夏の候，会員の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、熊本県の標準化事業は、今年で 14 年目を迎えますが、データの統一化を目指した
「標準化」については、生化学検査、血液検査、尿検査を中心に約 10 年あまりの精力的な
活動の結果、一定の成果を得ています。そこで、これからの 10 年間は、さらにこれらの精
度維持管理と併せて、臨床検査全分野の精度保証へと進めていくのが、県技師会の社会的
任務と思われます。このことを考慮して、今回より｢標準化研修会｣改め「精度保証研修会」
として内容も新たに開催することとなりました。
今回の研修会は下記日程で計画をしております。今回の特別講演は、今後地域で取り組
むべき精度管理の役割や使命について、JＡ愛知厚生連豊田厚生病院の中根先生に講演して
頂きます。また、昨年同様サーベイ試料作成のための採血ボランティアも募集いたします
ので、併せて御協力をお願い致します。お申し込みは、平成 25 年 5 月 31 日（金）までに
下記担当者までお申し込み下さい。皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
謹白
記
１． 期 日：平成 25 年 6 月 8 日（土）13:00～17:00
２． 会 場：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟３階 第１講義室
３． 主 催：熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会、
４． 参加費：1,000 円
５． 申込先：熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志
TEL：096-373-5700
FAX：096-373-5687
E-mail：h-nishimura@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp
６． 申込方法：上記の TEL、FAX、E-mail 等にて、参加者をお知らせ下さい。
７． 採 血：午前 10 時開始。朝食は食べないか又は軽食でお願いします。
採血者には弁当を用意いたします。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 1 回 熊本県精度保証研修会の参加申込書
参加者氏名

施

設

名

研修会参加

採血への協力

研修会参加、採血への協力欄に○×で記入

～
プログラム
（敬称略）
13:00〜13:05

第 1 回 熊本県精度保証研修会

開会の挨拶

熊本県臨床検査技師会会長

～

滝口巌

13:05〜13:30 精度保証委員会事業報告 ・・・・・・・・司会
13:05〜13:15 「熊本県精度保証委員会活動について」
担当副会長
13:15〜13:30

13:30〜15:30

14:00〜14:30

14:30〜15:00

15:00〜15:30

15:30〜15:45
15:45〜16:50

16:50〜17:00

原田精一

「平成 24 年度標準化サーベイ年間報告について」
熊大病院 西村仁志

特別企画 ・・・・・・・・・・・・・・・司会
「精度管理調査からみる問題点克服セミナー」

13:30〜14:00

春田昭一

池田勝義

1)生化学・免疫検査部門
「測定方法から見た自施設データの問題点」
くまもと森都総合病院 今田龍市
2)血液検査部門
「血球計数における誤差要因と対策」
熊本中央病院 逢坂珠美
3)一般検査部門
「尿試験紙の取り扱い及び操作上の注意点について」
国立病院機構熊本医療センター 外園宗徳
4)輸血検査部門
「輸血検査の基本（凝集像の見方を中心に）
」
国立病院機構熊本医療センター 下川里美

休憩
特別講演・・・・・・・・・・・・・・・・司会 安東由喜雄
「地域における精度管理調査の役割と使命」
（仮題）
〜愛知県の活動をふまえて〜
JＡ愛知 厚生連豊田厚生病院 臨床検査技術科 中根生弥
閉会の挨拶

熊本県医師会精度管理専門委員会委員長

安東由喜雄

平成 25 年 4 月 20 日
会員各位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
輸血検査研究班
班長

平成 25 年度輸血実技講習会

下川里美

初級者コース・上級者コースのご案内

会員の皆様におかれましては益々御発展の事とお慶び申し上げます。平成 25 年度輸血実技講習会 初
級者コース・上級者コースを下記のごとく開催しますのでご案内致します。初級者コースは新人の方や新
たに輸血検査に携わる方、上級者コースは認定試験を受験する方、将来認定試験を受験してみたいと思う
方を対象とします。参加希望の方は下記の【申込要領】をご参照の上、E-Mail で申込みをお願いします。
人数は初級者コース 30 名、上級者コース 5 名とします。
（定員になり次第、申込みを締め切らせていただ
きます）
尚、当日は実技を行いますので、白衣、マジック、筆記用具、タイマー、はさみを必ずご持参下さい。

記
日

時 ： 平成 25 年 6 月 30 日（日） 9：30～16：30（受付 9：00 開始）

場

所 ： 熊本保健科学大学 1305 実習室、1301 講義室

会

費 ： 【技師会会員】 3000 円

昼

食 ： 希望者はお弁当を準備します。受付時に別途、600 円を徴収致します。

申込み連絡先

【技師会非会員】 6000 円

国立病院機構熊本医療センター 臨床検査科 下川里美
E-Mail

shimogawa.s@gmail.com

TEL

096-353-6501

内線（3310）

【申込要領】E-Mail でお申込みの際は、件名に「輸血実技講習会」、本文に「施設名」
「所属」「受講者氏
名」
「受講コース」
「技師会番号」
「施設連絡先（内線も含む）」「お弁当の有無」を記載して下さい。技師
会員番号がない方は、
「入会予定」
「未入会」などの区別を記載して下さい。送信後、1 週間経っても返信
が来ない場合は、お手数ですが上記連絡先の下川までご連絡下さい。
内

容 ：

初級者コース

上級者コース

9：00～ 9：30 受付

9：00～ 9：30 受付

9：30～10：30 講義

9：30～10：00 実技説明

10：30～12：00 実技（ABO 血液型）

10：00～11：30 血液型

13：00～15：30 実技（不規則抗体・

12：30～14：00 カラム

クロスマッチ・カラム）
15：30～16：30 解説

14：20～15：50 抗体解離
16：00～16：30 解説
以上

感染症遺伝子診断に関する学術講演会
2013年

日時

6月14日（金）

18:30～20：00（18:00受付開始）

天草地域医療センター ヒポクラート

会場

『LAMP法を用いた呼吸器感染症検査の現状』

情報提供

栄研化学株式会社
研究発表

副島 隆浩 先生

『PCR法を用いた下痢原性大腸菌検査の有用性』
天草地域医療センター 検査部 星子 文香 技師
座長 天草地域医療センター 検査部 磯崎 将博 技師

特別講演

『感染症遺伝子診断の実際
～効果的な遺伝子検査の活用法～』
岐阜大学大学院医学系研究科

准教授

病原体制御学分野

大楠 清文 先生

共催：天草郡市医師会立天草地域医療センター
熊本県臨床検査技師会
栄研化学株式会社

第12回日本神経生理検査研究会
九州支部講演会のご案内
日本神経生理検査研究会会員の皆様、日頃より当会の運営につきまして、格段のご配慮とご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。
今回は、横浜市立大学附属市民総合医療センターの長谷川修先生をお招きして、第12回講
演会を開催することとなりました。先生には、神経生理学の魅力をお話頂き、神経伝導検査の知
識向上と普及の一助となるお話をお願いしております。多数の御参加をお待ちしております。
※ 参加を希望される方は、下記連絡先までFAXまたはメールにてご連絡下さい。
記
【日 時】

平成25年5月19日（日） 13：00～16:00（予定）

【会 場】

熊本機能病院 南館２F 中ホール
日本神経生理検査研究会会員 1,000円

【参加費】

【内容】 講演

非会員 1,500円

『神経伝導検査：基本から臨床応用まで』
横浜市立大学附属市民総合医療センター
総合診療科教授 長谷川 修 先生

症例検討：日頃疑問に思った症例をお持ち下さい。
（※波形などを事前に事務局までお送りいただければ幸甚です）
ハンズオンセミナー：熊本機能病院神経生理センタースタッフもお手伝いします。

主催：日本神経生理検査研究会九州支部

連絡先
日本神経生理検査研究会九州支部事務局
〒860-8518 熊本市北区山室6-8-1
熊本機能病院 神経生理センター内
TEL 096-345-8111: FAX 096-345-8188
E-mail coknpe@yahoo.co.jp

第 71回

九州肺機能談話会

― 日本 医師会生涯教育講座 (2.5単 位 )―
取得 カ リキ ュ ラム コー ド

2:継 続的な学習 と臨床能 力の保持 0.5単 位 11:予 防活動 1単 位 45:呼 吸困難 1単 位
― 日臨技生涯教育履修点数 (専 門 :自 己 申告 によ り 10点 )一
25年 6月 1日 (土 )15:00〜 18:10

日

時 :平 成

場

所 :熊 本 市 医 師会 館

て

2階

研修 室

熊 本 県熊 本 市 中央 区本 荘

3‑3

■L:096‑362日 1221

参 加 費 :1,000円
テニ マ :一 般臨床 における肺 機能検査
第 71回 当番世話人 :熊 本 中央病院

15:00〜

国立 病院機構

15110〜

主題

:

井上

1)

I

福 岡病院

院長

岩永

知秋

博雅先 生
澤田

(

鹿児島大学大学院

呼吸器 内科

平田

知宏先生

(沢

田内科 医院

(

奈穂美先 生

熊本 中央病院

肺気 1重 を合併 した早期肺癌の切除術式について
柏原

4)

光介先生

(

高田
【 実習

】

昇平先生

(

機器展示 ・

)

教授

15分

質疑

5分

15分
呼吸器 内科 )
発表 15分

質疑

5分

質疑

5分
)
5分

)
発表

国立 熊本 医療 セ ンター

呼吸器専門医か ら一般医家へ の ア ドバ イス

16:30〜

先生

発表

術前肺機能検査 にお ける閉塞性障害 へ の対応

3)

先生

一般臨床 に おける肺機能検査の有用性 に ついて

一般 内科診療 における肺機能検査

2)

健

薬剤情報提供

代表世話人挨 拶
座長

吉永

副院長

呼吸器 内科

15分

発表

福 岡東医療 セ ンター

質疑

呼吸器 内科

)

30分

試用体験

※各 メー カー よ り肺機能検 査の測定器 を展示 して頂 き、肺 機能検査法 の実技指導 をす る。

17100〜

Ⅲ部

特別講演

:

吉永

健

座長

先生 (国 家公務員共済組合連合会

熊本 中央病院

副院長 )

「 人 間 ドック受診者 を対象 と した COPD疫 学調査 」
熊本大学大学院生命科学研究部

生体情報解析学分野

教授
閉会 の辞

熊本大学大学院生命科学研究部

共催

九州肺 機能談話会

後援

熊本県医師会

呼吸器 内科学分野

グラク ソ・ ス ミス クライン株式会社
熊本県看護協会

熊本 県作業療法 士会

大森

教授

興相

久光

先生

博次先 生

チ ェス ト株式会社

熊本県臨床検査技師会

日本呼吸ケア・ リハ ビ リテー シ ヨン学会

熊本県理学療法 士 協会

第４５回熊本県医学検査学会での特別講演「災害医療における DMAT の役割」
を市民公開講演会として下記のポスターを八代市内に掲示致します

子宮頸がん検診啓発活動報告
熊本市民病院 検査技術室 河野公成
子宮頸がんを考える市民の会主催による「子宮の日」キャンペーンが全国 38 都道府県で
開催され、熊本県細胞検査士会は(社)熊本県臨床検査技師会と共催で 4 月 14 日(日)午後、
ゆめタウン光の森で検診啓発活動を行いました。今年は前日に県民交流館パレアで開催さ
れた第２回がん撲滅教育セミナーで資料を 200 部配布し、残り 800 部を当日配布しました。
セミナーでの熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野教授

片渕秀隆先生の熱い

講演のおかげで、今年も新たな気持ちで啓発活動に望むことが出来ました。今回はパネル
展示コーナーを開設し、啓発 DVD、
「くまモンのぬいぐるみ」(日本がん予防協会提供)も動
員し無事に全部配布することが出来ました。
子宮頸がんが若い女性に急増し、20 代～30 代の女性の癌で第 1 位となっているが、その
認知度が非常に低く、検診率も先進国中日本は最低ライン(30％程度)です。晩婚化も進む中、
子供を生む前にがんになり子宮を失ってしまうという悲しい事態を招かないよう、若い女
性に事の重大さを理解させることは我々医療人の義務と思います。
啓発活動に参加していただいた皆様および配布資料の袋詰めをお願いした熊本県総合保
健センターの皆様に感謝いたします。

河野公成、島本浩二、田邊智子、志賀有紗、内田衣里子（熊本市民病院）
、中島浩二、
北田沙優理、平山史絵（熊本県総合保健センター）
、杉谷由幾、樫本泰志（日赤健康管理
センター）、坂本康弘、大塚幸二（熊本赤十字病院）
、島田寛子（熊本市医師会検査セン
ター）
、近藤妙子（済生会熊本病院）
、亀山広喜（熊本保健科学大学）

敬称略

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム
平成25年7月～平成25年8月
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

熊臨技生涯教育委員会

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 生化学・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

8月未定

沖縄県 九州支部感染制御部門研修会

8月3日
4日

熊本市 九州生物化学部門卒後セミナー

＊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。

