
                                    
平成 25年度 第１回理事会 

  日 時 ： 平成25年6月1 日（土）14：00～16：00  
  場 所 ： 同仁堂ホール ５階会議室 
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）；出席者（委任状含む）の確認・報告 
  出席者 ： 瀧口、原田、増永、松本珠、山本、坂口、池田、（田中）、（徳永英）、中潟、寺本、石橋、山平、 

三牧、（渡邉）、（鬼塚東）、室原、鬼塚寛、（矢野）、工藤、川口、古閑、西山、（徳永好）、佐藤、小田和、安原、 
（山田）、平井、尾崎、（上田）、上原 （ ）＝委任状もしくは欠席 

    ＊理事会定員３１名（理事２９名・監事２名）： 定足数１／２（１６名）以上の出席 
  役員推薦委員会から、国田秀樹氏がオブザーバーとして参加 
 
３、会長（議長）挨拶 
４、議事 
＜報告事項＞ 
（１）会長報告：日臨技定期総会報告、九臨技関係報告 
（２） 各部報告 

・総務（松本）；日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等 
 ・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、平成23年会員名簿の発行等 
 ・組織（坂口）；レクリエーション計画（八代学会前のゴルフコンペ） 
 ・渉法（田中）；平成25年度賛助会員の募集（46社目標）、健康フエス（9/28,29） 
 ・事業（池田）；平成25年度熊本県精度管理調査準備、精度保障認証施設の推進、 
 ・学術（徳永）；学術講演会（11/16または10/26開催予定） 
 ・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）；通常経理報告 
・特別事業（寺本）；設立60周年記念誌の計画 

（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」 

・日時・場所：平成 25.6/23 八代ハーモニーホール、現在 30演題、優秀演題の表彰実施、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。 

（４）日臨技精度管理標準化全国会議（4/13 東京）原田出席 
   精度保障施設全国で 1000 施設を目標、熊本県は現在３施設。（県内取得可能施設は別紙参照） 
（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 
   日臨技・連盟ともに米坂ともあき氏を推薦。選対本部長（元日臨技会長 岩田氏） 
（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 
   平成24年度事業報告・決算、役員報酬規程の改正を承認 
（７）一般社団法人手続進捗状況 
（８）熊臨技創立60周年・法人化25周年記念式典報告 
   ・講演会（149名）、式典（155名）祝賀会（155名） 
＜協議事項＞ 
（１）平成24年度事業報告・決算報告 
（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・医専連功労者表彰 
（３）表彰推薦委員会報告 

：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14名 
（４）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  
   総会役員案 議長（立山敏広技師）資格審査（吉田雅弥技師、松永まり子技師）書記（河野美保技師、 

近藤妙子技師） 
（５）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  
   原稿締切7/31、平成25年10月末発行予定、 
（６）平成25年度あじさいセミナー計画；6/1 同仁堂スタジオライフ、内容；接遇、認定資格など 
（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 

学会長候補 三牧理事（→決定） 
（８）熊臨技地区編成案について ； 坂口常務理事調査 資料を提出 理事会で出された熊本市2分割案も 
   常務理事会へ持ちかえり、再検討。 
（９）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） 
（10）城南地区 佐藤理事転出に伴う理事追加（熊本労災病院 小田和健一技師） 
（11）検査と健康展について（平成25年11月）日臨技から依頼 
 
５．その他 
６、閉会 
 

以上 



 

 

平成25年度 第3回常務理事会 

日 時 ： 平成２５年６月１１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、徳永、中潟、寺本 
欠席者：  

＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技関係（新入会員研修会助成金について、検査と健康展について、研修会の講師料通知、精度保

障施設認証１０００施設、検査・相談ができる臨床検査技師育成指導者講座について、学術組織再構築に関する

検討委員の答申書）、九州支部関係（九州支部幹事会報告）、その他 
２、各部報告 

  ・総務（松本ﾀ）；会員動向（6/11現在996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 17名申込） 

・渉法（田中）；平成25年度賛助会員募集（現在43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10月中～下旬に計画、精度保障研修会6/8 130名 
  ・学術（徳永）；学術講演会（婦人科）計画10/19（土）、 
  ・生涯教育（増永）；あじさいセミナー開催報告、生涯教育研修会の開催・参加登録    

・経理（中潟）；通常経理報告 
  ・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、3～5 題を表彰）、ランチョン 158 名申込（5/31）、クイズ企画、ピンクリボンコーナー、市民広報（タ

ウン誌、ゆめタウン、イオン八代などに掲示）  懇親会；エルセルモ八代 
４、あじさいセミナー報告；6/1 同仁堂スタジオライフ、セミナー24名、ボウリング30名、懇親会38名 

 ５、平成25年度熊本県精度保障研修会報告 6/8 130名（会員111名）、熊本大学医学部附属病院 
６、第48回九州支部医学検査学会（平成25年10/5,6）福岡市 演題・抄録受付 7/11まで10/4に認定研修会開催 

 ７、第49回九州支部医学検査学会（平成26年11/1,2）沖縄；宜野湾市 
８、第46回熊本県医学検査学会 会期：平成26年6月8日、担当：熊本市周辺地区 

会場候補：菊池文化会館  学会長（三牧理事；菊池郡市医師会病院） 
９、第47回熊本県医学検査学会 担当地区；天草地区（八代学会にて打診） 

＜協議事項＞ 
１、平成24年度県知事医事功労者・医専連表彰祝賀会（平成25年6月22日 18:30～） 
  エルセルモ八代；アトラクション 秀岳館高校の雅太鼓 、参加者112名 
２．平成25年度定期総会（平成24年度事業報告、決算報告）6/23 13:10～14:10 
  日臨技宮島会長 来訪予定。 
   
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  
  平成25年10月末発行予定。200ページ程度。業務分担決定。論文・著書の自己申告、写真募集 
４、地区編成について 熊本市２区分割案もつくる。総会で会員に編成作業に入ったことを通知。 
５、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 3か月以内に提出 
６、米坂ともあき氏の応援について 講演会はがき、ポスターの配布 
７、精度保障認証施設1000施設目標について 九州では福岡県、熊本県が重点地区となる。8/24にセミナー開催計画 
   

以上 
次回会議；7月9日（火）18:30～熊臨技事務所 



      平成 25 年度 熊本市民健康フェスティバルスタッフ募集 

 
 平成 25 年度熊本市民健康フェスティバルが、来る平成 25 年 9 月 28 日（土）、29 日（日）

の２日間くまもと県民交流館パレア・鶴屋ホール（東館７Ｆ）・びぷれす広場（熊日会館１

Ｆ上通り入り口）にて開催されます。平成 24 年度のフェスティバルにも体験コーナーが休

止したにも関わらず多くの来場者がありました。検査技師会の検査コーナーは例年通り 10
Ｆを使用します。今回も市民の方自身による尿検査体験コーナー・血管年齢測定を企画し

ております。また、検査体験コーナーと名打ち、病理検査体験、細菌の簡易染色など実際

に触れて体験していただくコーナー及び乳がん検診の啓発運動としてモデルの展示・パン

フレットの配布等も例年どおり企画しています。昨年からの企画、子宮がん検診啓発コー

ナーも行います。つきましてはご協力頂けるスタッフを下記のごとく募集致しますので会

員諸氏の積極的な参加をぜひお願いします。尚、心電図検査、腹部超音波検査につきまし

ては例年通り受検者数を各日 120 名とし、往復ハガキによる事前申込としております。 
 

記 
          日時：平成 25 年 9 月 28 日（土）、29 日（日） 
                        午前８時半より午後４時半まで 
          会場：県民交流館パレア  
    業務内容 
    尿一般検査説明介助、心電図検査、腹部超音波検査、体験コーナー（細菌検査、病理検査） 

血管年齢測定、乳がん検診啓発コーナー、子宮がん検診啓発コーナー、受付案内 
    募集（予定）人員 

     業務内容 9 月 28 日 9 月 29 日 
尿一般検査説明 

細菌検査、病理検査 
6 名 
各６名 

6 名 
各６名 

心電図検査 4 名 4 名 
腹部超音波検査 8 名 8 名 
血管年齢測定 6 名 6 名 

乳がん検診啓発コーナー 4 名 4 名 
子宮がん検診啓発コーナー 3 名 3 名 
受付・誘導・案内 4 名 4 名 

 
申込方法 

     別紙申し込み用紙に必要事項を記入の上、下記まで mail もしくは FAX にて返信下さい。 
     日赤熊本健康管理センター 画像診断課  渉外・法規部  田中 信次 
                               （Tel 096-384-3100（内 8419）  FAX096-387-8276） 
                                返信用 Mail アドレス kensa@kenkan.gr.jp 田中宛 

＊出動者は、生涯教育点数（組織活動）１５点の対象となります。 

募集受付期間 平成 25 年 7 月末日 

mailto:kensa@kenkan.gr.jp


               F A X 送 信 書 
 

送信先   FAX 096-387-8276 
日赤熊本健康管理センター 画像診断課 
渉外・法規部 田中 信次 

 
 

「平成 25 年度 熊本市民健康フェスティバルスタッフ 参加申込書」 
 
          施 設 名 （            ） 
 

電話番号  （            ） 
 

氏 名（            ）業務（  ）出動日（  ） 
 

氏 名（            ）業務（  ）出動日（  ） 
 

氏 名（            ）業務（  ）出動日（  ） 
 

氏 名（            ）業務（  ）出動日（  ） 
 

下記の番号（業務内容）、記号（出動日）を上記（ ）内に記入してください。 
 
希望担当業務 

①尿検査体験コーナー 

②腹部超音波検査  

③心電図検査 

④血管年齢その他     

⑤乳がん啓発コーナー・子宮がん啓発コーナー 

⑥細菌検査・病理検査体験コーナー 
希望出動日 

      a. 9 月 28 日（土） b. 9 月 29 日（日） c. 両 日 









 
 

第 10 回荒尾市健康福祉まつり 出動者及び活動報告 

 
○日時：平成 25 年 6 月 1 日(土)、2 日(日) 
○会場：荒尾総合文化センター 
○主催：荒尾市地域医療福祉推進協議会 

   荒尾市健康福祉まつり実行委員会 
 
 『第 10 回荒尾市健康福祉まつり』が、荒尾総合文化センターにて開催されました。 
 前日である 1 日は、午後より会場を設営し、血糖検査、心電図検査の準備を行いました。 
 まつり当日は、例年よりも早い梅雨入りで、また前日が雨だったこともあり、天気が心

配されましたが、何とか持ちこたえ、今年も技師会コーナーには血糖検査 396 名、心電図

検査 130 名と多くの方々にお越しいただきました。相談コーナーも設けてあり、検査を受

けられた方はそこで専門医からの説明を熱心にお聞きになっていました。 
 
【6 月 1 日(土)：前日準備 12:00～17:00 文化センター】…8 名 
  堀澤百合子、山田洋子、永瀬博、西田志保、高野愛、竹田仁美、 

坂本真由美、徳山正博(荒尾市民病院) 
 
【6 月 2 日(日)：まつり当日 9:00～16:00 文化センター】…12 名 
 血糖検査 
  石橋浩三、山田洋子、永瀬博、西田志保、竹田仁美、徳山正博(荒尾市民病院) 
  黒木充子、霍田進(有働病院) 
 心電図検査 
  島村千奈美、安田由記、坂本真由美、高野愛(荒尾市民病院) 
 
 

血糖測定器貸し出し：アボットジャパン株式会社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



荒尾市健康福祉祭り活動風景 

 



熊本超音波画像研究会 

第 7 回熊本超音波画像研究会開催のご案内 
 
謹啓 
 猛暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。このたび第 7 回熊本超音波

画像研究会を開催いたしますのでご案内致します。 
今回は泌尿器をテーマに以下の講演と症例検討を予定しています。 
皆様、お忙しい中ではありますが、超音波検査に携わっている方のみならず、経験の

ない方もぜひご参加ください。 
謹白 

記 
 
日時： 平成 25 年 7 月 5 月（金） 18:30～20:40（受付 18:00～） 
 
会場： 済生会熊本病院 予防医療センター1F セミナーホール 
 
内容 
１． 「腎臓の超音波と MRI」18:30～19:00 

   済生会熊本病院   中央放射線部   太田 雄 
 
２．  「超音波検査時のポイント （精巣・膀胱・前立腺）」 19:00～20:00 

 青磁野リハビリテーション病院   中央検査室  江渕 加良子 
 
３．  症例検討 20:00～20:30 

 
 
※ 参加費として 500 円徴収させていただきます。（熊本県放射線技師会会員は 200 円） 
 

世話人                      
熊本赤十字病院 西小野昭人、溝邉明日香 
済生会熊本病院 田上真之介、太田雄 
くまもと森都総合病院 佐伯建彦 
熊本大学附属病院 小味昌憲、清水紀恵 
高野病院 美濃尚人、松本徹也、石井郁江 
熊本機能病院 高石朋毅 

後援 
社団法人 熊本県放射線技師会 

協力 
 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 
 東芝メディカルシステムズ株式会社 

 日立アロカメディカル株式会社 

 

問い合わせ 

済生会熊本病院 予防医療センター 田上真之介 096-351-1011 

熊本赤十字病院 放射線診断科部  西小野昭人 096-384-2111 

 



                               平成 25年 6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、腫瘍マーカーの基礎と最近の話題につ

いて企画いたしました。腫瘍マーカーの標準化やデータの考え方、更には最近話題のマ

ーカーについての興味深いお話がきけるかと思います。 
 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 7月 11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】 『腫瘍マーカーの基礎と最近の話題について』 

         講師：江川 孝則先生  富士レビオ(株) 学術部サービス部 

 
 
【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） 



平成25年６月20日 

会員各位 

                          熊本県臨床検査技師会  
                              

 
 

 
熊本周辺地区研修会のご案内 

 
謹啓  
 
梅雨の候、各会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、7 月研修会は下記の通り薬剤耐性菌について企画致しました．猛暑の日と思

いますが、会員皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。 
 

謹白 
 

記 
 

演 題   薬剤耐性菌について 

  

    講 師   香月 耕多技師 （熊本医療センター） 

  

    日 時   平成２５年７月１７日(水） 

              １8：15～19：45 

       

    場 所   熊本再春荘病院治療技術研究室 
  

    

 

 連絡先 096-248-2111 

    国立菊池病院  大町 盛久 
 



平成24年6月14日 

会員各位 

                         熊本県臨床検査技師会  
                             天草地区理事 

平井義彦                                   

尾崎睦哉                                      

公印略  

 

天草地区研修会のご案内 

 
 謹啓  

    梅雨の候、各会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び

申し上げます。 
   さて、7 月度の定期研修会は輸血検査部門を下記日程にておこないます。

今回、血液型検査などの輸血に関する基礎的な内容の勉強会を企画致 
しました。新人の方は勿論、日常業務で輸血検査をやられていない方にも 
わかりやすい内容となっております。 

    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待ちしてお

ります。 
謹白 

記 

 
日時：平成25年7月19日（金） 18:30 ～ 

場所：天草地域健診センター ２階会議室 

 

演題：『輸血検査の基礎について』 

講師：（株）カイノス 福岡営業所  

竹崎 賢史 先生 

以上 
 

担当：天草地区輸血検査研究班 岩崎 晃史 

 

ご不明な点がございましたら天草地域医療センター検査部 岩崎まで連絡お願

い致します。 

                       連絡先：tel ：0969-35-1797 
                       mail：labo@amed.jp 



平成 25 年 6 月 14 日 
会員各位 

熊本県臨床検査技師会 
天草地区理事 

平井義彦 
尾崎睦哉 
公印略 

天草地区研修会のご案内 

 
謹啓 
梅雨の候、各会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上

げます。 
さて、８月度の定期研修会は一般検査部門となっております。猛暑の日と思

いますが、会員皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。 
謹白 

 
記 

 
日時：平成 25 年 8 月 9 日（金） 18：30～ 
場所：天草地域医療センター   ヒポクラート 

内容   『尿検査から分かること』 

～できるかできないかは私たち次第です！～ 

講師：済生会熊本病院 松岡 拓也 先生 
以上 

 
担当：天草地区一般検査研究班 春高 紳祐 

 
ご不明な点がございましたら牛深市民病院 検査室 春高まで連絡お願い致し

ます。 

 

   連絡先 TEL ：（0969）73-4171        
E-mail：ushp-kensa@city.amakusa.lg.jp 

 

mailto:ushp-kensa@city.amakusa.lg.jp


　平成24年8月～平成25年10月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊臨技生涯教育委員会

8月3日
4日

熊本市
九州生物化学部門卒後セミ
ナー

8月9日 天草地区研修会
『尿検査から分かること』
～できるかできないかは私たち次第です！～

検体検査 専門 20

9月未定 城南地区研修会

9月12日 熊本市 一般検査研究班研修会 寄生虫 検体検査 専門 20

9月14日 熊本市 輸血検査研究班研修会 症例検討会 検体検査 専門 20

認定輸血検査技師試験を受験して

9月18日 熊本市周辺地区勉強会

9月19日 熊本市
生化学・免疫・情報研究班研
修会

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研修会 腹部エコー基礎 生体検査 専門 20

9月21日 熊本市 神経機能生理研究班研修会
脳波検査～学ぶ・慣れる・極める～
　脳波検査に必要なMEの基礎

生体検査 専門 20

　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 血液検査研究班研修会 骨髄データの見方・考え方 検体検査 専門 20

9月26日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 第2回　症例検討会　症例1 検体検査 専門 20

第2回　症例検討会　症例2

10月未定 城北地区研修会

10月3日 熊本市 一般検査研究班研修会
アルブミン・クレアチニン試験紙の有用性を中
心にして

検体検査 専門 20

10月5日
6日

福岡市 九州地区医学検査学会

10月22日 熊本市 血液検査研究班形態研究会 第49回　症例検討会　症例1 検体検査 専門 20

第49回　症例検討会　症例2

第49回　症例検討会　症例3

10月24日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 病理解剖について（仮） 検体検査 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。

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム
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