
平成25年度 第2回常務理事会 

日 時 ： 平成２５年５月１４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、池田、中潟、寺本 
欠席者：徳永（代理出席室原） 

＜報告事項＞ 
 １、会長報告； 日臨技関係（総会Ｈ25.5.25、日臨技連盟執行委員会 5.24、検査と健康展について別紙参照）、九臨

技関係（日臨技総会資格審査委員、役員選出委員）、九州支部幹事会Ｈ25.6.8、長崎県創立60周年記念事業Ｈ25.7.6 
増永出席）、その他（米坂氏支援について、理事の補充について、日臨技第３号議案について） 

２、各部報告 
  ・総務（松本ﾀ）；会員動向（5/14現在974名）、総会委任状収集について 
  ・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状況、県学会抄録、 

会員名簿発行 
  ・組織（坂口）；レクレーション開催計画（八代学会前 参加状況） 

・渉法（田中）；平成25年度賛助会員募集（現在29社）、広告募集、健康フェス計画（9/28,29） 
  ・事業（池田）；平成25年度熊本県精度管理調査、Ｈ24年精度保障研修会6/8、8/3～4 日臨技認証施設の推進 
  ・学術（室原）；学術講演会（婦人科）計画中、5/9班長会議開催、県学会優秀賞の選定方法について、 
  ・生涯教育（増永）；卒業教育セミナー（8月臨床化学）、あじさいセミナー6/1同仁堂    

・経理（中潟）；通常経理報告、復興特別所得税の通知 
  ・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。優秀演題の表彰実施（6 分野より各 2 題を推薦

し、3 題を表彰）、抄録 5/13 より校正開始。ドリンクコーナーは設置しない。学生の参加は無料とするが、

お弁当代を徴収する。     懇親会；エルセルモ八代 
４、日臨技精度管理標準化全国会議（4/13 東京）原田出席 

 ５、平成25年度技師連盟総会（5/24 16:00～18:00 日臨技事務所） 増永出席 
６、平成25年度日臨技総会（5/25 10:00～12:00 大森東急イン）瀧口、増永出席 

 ７、表彰推薦委員会報告：4/15 20:00～ 
学術奨励賞（小山大樹；日赤健管） 会長賞（手蓑京美；谷田病院）、永年職務精励者表彰13名 

８、平成24年度医事功労者知事表彰・医専連祝賀会 発起人会報告 4/22  
９、一般社団法人手続進捗状況（登記、登記完了届） １０、その他 

  ＜協議事項＞ 
１、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 
 （１）報告事項；会長報告、各部報告、法人移行報告、60周年記念式典報告 
 （２）協議事項；平成25年度総会対策、60周年記念誌作成 
２、平成24年度受賞祝賀会（Ｈ25.6.22 18:30～ エルセルモ八代）医事功労者知事表彰・医専連氏功労者表彰 
３、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  
  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 
４、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  
  平成25年10月末発行予定。県内の関連団体へ配布。業務分担決定 
５、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 
６、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、実行委員長未定→ 理事会で慎重状況報告 
７、熊臨技地区編成再編について ； 坂口常務理事調査 理事会に資料を提出 
８、一般社団法人移行手続き未処理分（公益目的財産額などの確定） 4月11日までの決算 
９、荒尾健康福祉まつりにおける技師会負担について 

血糖試験紙、消耗品、心電図記録紙などの予算措置を行うために、熊臨技の名称がどこかにあるかを確認。 
10、平成25年度日臨技定期総会 議案権行使書のとりまとめについて  
11、その他 

①理事転出の際の後任について  ②熊臨技、熊本県医師会による精度保障の認定書について 
以上 

次回会議；6月11日（火）18:30～熊臨技事務所 



会員各位 
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 
学会学術部長 森口美琴 

第 45 回 熊本県医学検査学会のご案内（最終） 
 

会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。このたび、

第 45 回熊本県医学検査学会を下記のとおり開催するはこびとなりました。つきましては、

会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。 
 

記 
開催日時 

平成 25 年 6 月 23 日（日） やつしろハーモニーホール 
 
講演 

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

市民公開講演 「災害医療における DMAT の役割」 
労働者健康福祉機構熊本労災病院 脳神経外科部長 山城重雄 先生 

学術奨励賞受賞記念講演 「膵内分泌腫瘍による転移性肝腫瘍の一例」 
日本赤十字社熊本健康管理センター 小山大樹 技師 

 
ランチョンセミナー 

① 超音波による DVT の評価について 
熊本中央病院 岩山義雄 先生 

② CKD 診療ガイドと尿検査 
ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社 渡辺浩 先生 

③ 寄生虫検査の基礎知識 
熊本保健科学大学 松本珠美 先生 

 
関連行事 

・県知事表彰・医専連功労者表彰祝賀会 （※学会懇親会を兼ねております） 
平成 25 年 6 月 22 日（土） 18：30 より 
エルセルモ八代 アルデアアルカサール にて 

・ゴルフコンペ 
平成 25 年 6 月 22 日（土） 8：00 スタート 
小川ワールドカントリークラブ にて 



                                 平成２５年４月吉日 

会 員 各 位 

（再掲載） 

                            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   月   日 

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                  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。 

 



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  
 

（一社）熊本県臨床検査技師会 表彰 各賞受賞者のご紹介  
 
 
 当会では毎年県学会時に開催する定期総会において熊臨技表彰を行っております。  
２４年度は下記の方々が表彰されることになりました。 
 各賞の推薦理由等は平成２５年度第一回定期総会においてご紹介いたします。受賞さ

れました方々には心よりお祝いを申し上げます。また、当会に対するご協力に対しても

感謝申し上げます。  
 今後とも引き続きご活躍されますことをお祈り致します。  
 

記 
１．学術奨励賞  
     小山 大樹氏（日赤健康管理センター） 
 
２．会長賞 
     手蓑 京美氏（谷田病院）  
 
３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略）  
      

三浦 英揮 (財)熊本県総合保健センター 

髙宮 田鶴子 医療法人社団鶴友会 鶴田病院 

池田 勝義 熊本大学医学部附属病院中央検査部 

矢野 俊昭 熊本県こころの医療センター 

徳永 英博 熊本大学医学部附属病院病理部 

道永 尚始 健康保険熊本総合病院 

増永 純夫 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 

坂口 勝哉 熊本市医師会地域医療センター 

徳永 小夜子 熊本市立植木病院 

武田 玲子 熊本大学医学部附属病院集中治療部 

河野 公成 熊本市立熊本市民病院 

羽田 順子 山鹿中央病院 

林田 隆弘 (財)熊本県総合保健センター 

石原 隆一 熊本市医師会検査センター 

 以上      



平成 25年 5月 23日 

 

会員各位 

（一社）熊本県臨床検査技師会 

60周年記念誌編集委員会 

委員長 寺本 弘二 

 

熊臨技 創立 60周年 法人化 25周年記念誌 

【創立 50周年 その後の 10年のあゆみ】の発刊について 

 

 拝啓 入梅の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、本会が創立 60周年、法人化 25周年を迎えるにあたり、記念誌を発刊する運びとなりました。

これまで 40周年記念誌（昭和 27年～平成 5年）、50周年記念誌（平成 6年～平成 14年）の計 2冊

が発刊されています。今回、創立 60周年において平成 15年 4月から平成 25年 3月（2003年 4月～

2013年 3月）までの 10年史の記載を予定しています。つきましては、下記の要領で熊臨技会員の学

術論文および著書の実績を自己申告していただきたく存じます。また、熊臨技に関連した公益事業、

レクレーション、学会、祝賀会等の写真も掲載予定です。こちらも募集しています。熊臨技の記念誌

として後世に伝えるため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

敬具 

 

記 

１．学術論文または著書の自己申告 

  １）提出内容 

    ①発表年（西暦） 

    ②雑誌名または著書 

    ③著者および共著者、所属 

    ④タイトル 

使用フォント：MS明朝，文字サイズ：10.5ポイント，アプリソフト：MSワードまたはエクセル 97－2003 

記入例） 

2003．〇〇〇ジャーナル．熊本太郎、肥後花子、天草次郎、〇〇病院、〇〇大学．胸郭出口症候群の概念

をめぐって－体性感覚誘発電位による客観的評価－． 

 

※①から④まで記入したファイルをメールに添付して下さい。学術論文および著書の対象期間は

平成 15年 4月から平成 25年 3月までの医学検査を含むすべての英文および邦文です。但し、

会員が筆頭著者のみを記載して下さい。 

 

２）提出方法および期限 

   ・メールのみ受付  ・平成 25年 6月 25日（火曜）締切 

 

３）提出先 

    60周年記念誌編集委員会 学術活動（学術論文）担当 

    熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 古閑 公治 

    E-mail： hirokoga@kumamoto-hsu.ac.jp 

 

２．熊臨技関連の写真募集 

  ・スナップ写真、集合写真など記念の一枚となるような写真がございましたら、まずはご一報下

さい。 

 

  写真の連絡先：日赤熊本健康管理センター 田中 信次 

      E-mail：kensa@kenkan.gr.jp 

mailto:hirokoga@kumamoto-hsu.ac.jp


会員各位                                  平成25 年5月 

日臨技九州支部 支部長 佐藤 元恭 

生物化学部門 臨床化学担当 池田 弘典 

免疫血清担当 篠原 克幸 

遺伝子担当 栢森 裕三 

総合管理部門 精度管理担当 守田 政宣 

検査機器管理担当 池田 勝義 

情報管理担当 眞名子 順一 

実務担当 今田 龍市 

 

日臨技九州支部卒後教育研修会『第6回 生物化学部門研修会』のご案内 

 

  会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、生物化学部門研修会を、下記のとおり熊本県において開催するはこびとなりました。 

 今回は、最新のトピックスや近未来を意識した内容で基礎的な部分や専門的なところまで幅広 

く価値あるものを目指し企画いたしました。つきましては、各県会員の皆様の多数の参加をお待 

ちしております。 

記 

メインテーマ「 臨床検査 ～ 未来へのStep ～ 」 

 

主催：日本臨床衛生検査技師会九州支部 

共催：日本臨床化学会九州支部    担当：(社)熊本県臨床検査技師会 

日時：平成25年8月3日(土) ～4日(日) 

会場：ホテル熊本テルサ 〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園28-51 Tel 096(387)7777 

 

【プログラム】 

1 日目：8 月3日(土) 

        受 付 --------------------------------------------------- 12：00 ～ 12：50 

        開校式 --------------------------------------------------- 12：50 ～ 13：00 

        教育講演Ⅰ ～ 臨床化学 ～ 《シンポジウム》---------------- 13：00 ～ 14：30 

    座長：池田弘典 技師 佐賀大学病院 

       「 分析装置における撹拌機構の技術について 」  

         (1) 堤 竹人 先生：東芝メディカルシステムズ株式会社 

                  (2)柏木泰敏 先生：日本電子株式会社 

         （3)中沢隆史 先生：株式会社 日立ハイテクノロジーズ 



    教育講演Ⅱ ～ 総合管理 ～ --------------------------------- 14：30 ～ 15：30 

座長：篠原克幸 技師 福大筑紫病院  

         「 共有基準値範囲設定と普及 」 

                     堀田 多恵子 技師  九州大学病院            

        休憩15分 

        特別講演Ⅰ ～ 臨床化学 ～ --------------------------------- 15：45 ～ 16：45 

    座長：杉内博幸 教授 熊本保健科学大学 

         「 脂質異常症：リポ蛋白、アポ蛋白の考え方とその異常症 」 

                                        松永 彰 教授 福岡大学医学部 臨床検査医学講座 

 

    情報交換会 ------------------------------------------------ 18：00 ～ 20：00 

    ナイトセミナー -------------------------------------------- 20：00 ～ 22：00 

      ～ みんな きなっせ !  気になるデーター満載！？ ～ 

総合解説 守田政宣 技師 宮崎大学病院 

    ①「CPC症例—１」（出題者：大阪市立泉州救命救急センター  福田篤久 技師） 

     「CPC症例−２」（出題者：宮崎大学病院  守田政宣 技師） 

    ②「宮崎県 ～ 仮題 検査技師としての姿勢-こんな技師にはなりたくない-～」 

     緒方良一 技師 宮崎大学病院 

2 日目：8 月4日(日) 

    教育講演Ⅲ ～ 総合管理 ～ --------------------------------- 9：00 ～ 9：50 

 座長：山田昌博 技師 佐世保市立総合病院 

        「  管理栄養士と臨床検査  」 

                     重松 由美 先生 飯塚病院 栄養部 

    教育講演Ⅳ ～  遺伝子 ～ ---------------------------------- 9：50 ～ 10：40 

座長：楢原真二 教授 熊本保健科学大学 

        「  遺伝子増幅技術LAMP法について 〜現在と未来〜  」 

副島隆浩 先生 栄研化学（株）営業統括部 マーケティング推進部 

        休憩10分 

    特別講演Ⅱ ～  免疫血清 ～ -------------------------------- 10：50 ～ 12：00 

      座長：栢森 裕三 教授 九州大学大学院 

        「  肝炎治療の最前線について  」 

  藤山 重俊 先生 くまもと森都総合病院 理事長・院長 

    閉校式 -------- 12：00 ～  

 

    

 



       * 研修会へはノースーツ・ノーネクタイでご参加ください。 

    * 必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。 

 

【申込について】 

[募集人員] 

  100 名 

 

[ 研修会受講料] 

  8,000 円 

(宿泊・懇親会をご希望の場合は別途、12,000 円が必要です) 

 

[申込方法] 

e-mail、fax、または葉書に 

①氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス 

⑧ Ａ：研修会のみ  Ｂ：研修会＋宿泊・懇親会 のいずれかを記入のうえ、 

下記までお申し込みください。折り返し受講料振込先をお知らせします。 

 

[締め切り] 

平成25年7月15日(ただし定員になり次第締め切ります) 

 

[申込・問い合わせ先] 

〒862-8655 熊本県熊本市中央区新屋敷1-17-27 

医療法人創起会 くまもと森都総合病院 臨床検査科 今田 龍市 宛 

 Tel 096-364-6000(PHS-5146)    FAX 096-363-6621    

 e-mail： imada@k-shinto.or.jp 
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平成 25年 5月 27日 

会員 各位 

熊本県臨床検査技師会会長 

瀧口 巌 

微生物・公衆衛生研究班班長 

大隈 雅紀 

熊本大学大学院生命科学研究部 

 産科婦人科学分野 大場 隆 

 

微生物・公衆衛生研究班 特別講習会のご案内 

平成 25 年度 第 1 回 ＢＶスコア講習会 

拝啓 新緑の候、会員各位にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

微生物・公衆衛生研究班は、熊本県再生医療計画である「熊本型早産予防対策事業」

（研究責任者：大場 隆先生）から依頼を受け、2012年度にＢＶスコアの普及を目的

に顕微鏡実習を含めたＢＶスコア講習会（計 2回）を開催しました。今年度もＢＶス

コア判定のさらなるレベルアップおよび標準化を目的に標記講習会を開催します。 

ご多忙の折とは存じますが、会員の多数のご参加をお願いいたします。 

なお、実習準備がありますので、参加ご希望の方は下記連絡先までご連絡ください 

（7月 12日締め切り）。                                                    

敬具 

記 

日 時：平成 25年 7月 27日（土） 14:00～  （受付 13：30～） 

場 所：熊本保健科学大学 講義：1号館（1301M） 

実習：1号館（1305実習室） 

 

プログラム 

1．熊本型早産予防対策事業中間報告（14：00～14：30） 

 熊本大学大学院生命科学研究部 産科婦人科学分野准教授 大場 隆先生 

 

2．顕微鏡実習（ＢＶスコア判定）・解説（14：45～16：45） 

 熊本大学医学部附属病院医療技術部  大隈 雅紀技師  

以上   

 

 

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


平成 25 年 5 月吉日 
        日本臨床衛生検査技師会 九州支部 

        支部長 佐藤 元恭 
九州支部感染制御部門員   

        松田淳一、山縣数弘、八幡照幸 
 

九州支部卒後教育研修会『第 16 回感染制御部門研修会』のご案内 
 
 麗春の候、会員の皆さまにおかれましては益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。 
 この度、九州支部卒後教育研修会『第 16 回感染制御部門研修会』を沖縄県にて下記のとおり開催いた

します。近年の感染症検査の発展は目覚ましく遺伝子検査や質量分析装置などによる迅速同定・診断へ

の移行期にあります。しかし多くの病院検査室では従来通りの方法が多用され結果報告までに数日を要

しているのが現状です。このような背景から今回、短時間で多くの情報が得られる顕微鏡検査について

の知識と技術の習得を目標とし、「『微生物検査の極みへ』―微生物のメッセージを聞こう―」のテーマ

で研修会を企画いたしました。 
 つきましては、会員の皆様の、多数のご参加をお願いたします。 
 

記 
 

テ ー マ：『微生物検査の極みへ』 ―微生物のメッセージを聞こう― 
主  催：日本臨床衛生検査技師会 九州支部 
担  当：沖縄県臨床検査技師会 微生物検査分野 
日  時：平成 25 年 7 月 6 日（土）14:00～17:30 

   平成 25 年 7 月 7 日（日） 9:00～12:30 
会  場：琉球大学医学部 保健学科棟 103 号室（実習）、210 号室（講義） 
参加資格：（社）日本臨床衛生検査技師会会員 
募集人数：60 名 
参加費 ：5,000 円（講義、実習、テキスト、資料等を含む） 
情報交換会：4,000 円 エリスリーナ西原ヒルズガーデン（沖縄県西原町字津花波 431） 

       ＊情報交換会終了後、那覇市のモノレールおもろまち駅まで送迎バスを準備して 
おります。多数のご参加をお待ちしております。 

 
※申込方法：必要事項として、氏名、技師会会員 No.微生物検査経験年数、施設名、情報交換会参加 

の有無、返信先メールアドレスをご記入の上、E-mail にてお申し込みください。なお、件 
名には≪第 16 回感染症研修会参加について≫とご入力ください。折り返し、振込先を記 
載した受諾メールを送付しますので、参加費入金完了にて申込完了となります。 

   修了書作製のため、施設名、氏名は正確にご記入ください。 
※申込締切：平成 25 年 6 月 7 日（金） 定員に達し次第締め切りとさせていただきます。 

参加費、情報交換会費は振り込みによる前納とします。 
※申 込 先：〒901-1193 沖縄県南風原町字新川 118 番地 1 
   沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 検査科 細菌検査室 
   八幡照幸 098‐888‐0123  E-mail：man8teru@gmail.com 

会員各位 



会場までのアクセス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国立大学法人琉球大学医学部(http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/transportation)より 
 
＊事務局では宿泊施設の紹介や予約を行っておりませんので、宿泊予約は各自でお願いします。モノレ

ール駅周辺でのご宿泊をお勧めいたします。 
 

http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/transportation


研修会プログラム 
 
第 1 日目 平成 25 年 7 月 6 日（土）琉球大学医学部保健学科棟 109 号室（受付・講義・実習） 
 
 13：30～14：00  受付 
 14：00～14：15  開校式、オリエンテーション 
 14：15～14：45  講義『グラム染色原理および染色エラーの要因』 
     那覇市立病院 大城健哉 
 14：45～15：00  休憩（実習準備） 
 15：00～17：30  実習 
     A．グラム染色：塗抹、染色、鏡検 
     B．レプトスピラ鏡検：暗視野顕微鏡 
     C．抗酸菌染色：Ziehl-Neelsen 染色、蛍光染色鏡検 
 17：30～18：00  移動 
 18：00～  情報交換会（エリスリーナ西原ヒルズガーデン） 
 
 
 
第 2 日目 平成 25 年 7 月 7 日（日）琉球大学医学部保健学科棟 210 号室（講義） 
 
   座長 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 八幡照幸 
 9：00～9：45   『染色検査の今後の展望』 
     公立玉名中央病院 永田邦昭 
 
 9:45～10:30  『臨床に響く効果的なグラム染色の活用法』 
     琉球大学医学部附属病院 仲宗根勇 
  
 10:30～10:45  休憩 
  
   座長 長崎大学病院 松田淳一 
 10:45～11:30  『塗抹推定菌から次のステップへ～血液培養を中心に～』 
     沖縄県立中部病院 古我知憲康 
 
 11:30～12:15  『原虫、寄生虫の顕微鏡検査』 
     美萩野臨床医学専門学校 山縣数弘 
 
 12:15～12:30  閉校式、終了証明書授与 
 
 
 ＊実習では白衣着用としますので、各自白衣持参でお願い致します。 



　平成24年7月～平成24年9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊臨技生涯教育委員会

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 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

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 一般検査のピットフォール 検体検査 専門 20

7月23日 熊本市 血液検査研究班 明日から使える血液検査 検体検査 専門 20

7月30日 熊本市 神経機能生理研究班 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

8月3日
4日

熊本市
九州生物化学部門卒
後セミナー

9月未定 城南地区研修会

9月12日 熊本市 一般検査研究班 寄生虫 検体検査 専門 20

9月14日 熊本市 輸血検査研究班 症例検討会
認定輸血検査技師試験を受験して

9月19日 熊本市
生化学・免疫・情報
研究班

免疫学的検査の基礎について 検体検査 専門 20

9月20日 熊本市 画像生理検査研究班 腹部エコー基礎 生体検査 専門 20

脳波検査～学ぶ・慣れる・極める～
　脳波検査に必要なMEの基礎
　脳波検査の基礎
　臨床現場での脳波検査（ECI記録を含む）

9月24日 熊本市 血液検査研究班 骨髄データの見方・考え方 検体検査 専門 20

第2回　症例検討会　症例1
第2回　症例検討会　症例2

      ＊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。

9月26日 熊本市 検体検査 専門 20
病理・細胞検査研究
班

検体検査 専門 20

9月21日 熊本市 生体検査 専門 20神経機能生理研究班

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム

7月20日 熊本市
微生物・公衆衛生研
究班

BVスコア講習会 検体検査 専門 20
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