
平成２６年度 第３回理事会 

 

日 時： 平成 26年 8月 30日（土）14:00～15:00 

場 所： 同仁堂 5階会議室 

     （熊本市中央区上通 2-7 TEL 096-325-8131） 

出席者： 増永 純夫、松本 珠美、坂口 司、田中 信次、池田 勝義、永田 邦昭、渡邊 正綱、 

工藤 圭子、川口 謙一、徳永 好美、古閑 公治、小田和健一、尾崎 睦哉、外口 憲一郎、 

河野 公成、外園 宗徳、荒木 克巳、立山 敏広、野中 喜久、岡崎 孝憲、上田 和夫 

欠 席（委任状）：石橋 浩三、三牧 司佳、鬼塚 東洋、平井 義彦、今田 龍市、田上 さやか、 

福吉 葉子、田上 圭二、上原 正信、 

＜報告事項＞ 

１．会長報告：日臨技関係（①認定臨床化学・免疫化学精度保障管理検査技師の認定試験について ②精度保 

障施設認証説明会の開催；本日理事会終了後に開催） ③地域ニューリーダー育成講習会の受講申請お 

よび推薦；10/25～27 東京都で開催 逢坂珠美技師を推薦）九州支部関係（沖縄学会座長依頼８名推 

薦済み、支部会議 10/31）県医師会関係（①健康フェス部会 8/18 ②熊本県医師会精度管理専門委員推 

薦 ③熊本県医師会館建て替えアンケート ④熊本県医・保・福祉連携学会理事企画委員推薦（池田勝 

義技師 ⑤法人担当常務理事推薦 ⑥熊本大学医学部付属病院新外来棟完成記念式典） 

その他（安東顧問、瀧口前会長からの提案事項、賛助会員からの提案事項）  

 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（会員数 8/29現在 1071名） 

   ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、60周年記念誌の発行 

   ・組織（河野）：組織率調査を検討、熊臨技ロゴマーク募集の準備 

   ・渉法（鬼塚）：平成 26年度賛助会員（現在 47社）、健康フェスティバル（9/27-28） 

   ・事業（福吉）： 熊本県精度管理調査（10月実施；生理フォトサーベイ実施、報告研修会は 2/7が候補） 

精度管理 D評価のフォロー体制について、 

   ・学術（今田）：第 7回学術講演会（心血管系の臨床検査）（10/4）、くまもと医学検査の投稿依頼 

九州学会座長推薦 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録状況報告、研修会開催フローチャート整備） 

あじさいセミナー（8/30） 

・経理（工藤）：通常経理報告、上野一誠氏叙勲祝賀会会計報告 

・特別事業（  ）：  

３．上野一誠元会長の叙勲（瑞宝双光章）祝賀会（ホテル日航熊本  7/19） 75名参加 

４．第 47回熊本県医学検査学会（天草地区担当  本渡市民センター 2015年 5/31） 

    定款では総会は６月に開催とあるが、会場都合で 5月にしか実施できない 

５．第 49回日臨技九州支部医学検査学会（沖縄県宜野湾市 11/1-2） 

６．平成 26年度精度保証施設認定説明会（日臨技担当委員 永峰先生（徳島大学） 同仁堂 8/30） 

 ７．その他 

＜協議事項＞ 

1．平成 26-27年度委員会委員について 

   別途資料あり 承認された。 

２．特別事業部担当の常務理事について（常務理事の追加） 

    法人担当常務理事を設置したい。一般社団法人は公益事業収支・実施報告を今後１９年間にわたって 

監督官庁へ報告する義務がある。書類などの整備担当をお願いしたい。→ 正）野中喜久理事、副） 

古閑公治理事で承認された。 

３．名誉会員への推薦（梅橋豊蔵元会長）について 

    当理事会で承認後、平成 27年総会で決定となる。 

４．平成 26年度全国「検査と健康展」（ゆめタウン光の森 11/8）について 

   上記開催場所、日程の提案がなされたが、再度日程と場所の検討を行うこととなった。 

５．その他 

以上 



平成 26 年度 第 6 回常務理事会 

日 時： 平成 26 年 9 月 9 日（火）18:30 ～20:30 

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： 増永、池田、田中、松本、坂口、河野、鬼塚、福吉、今田、川口、工藤、野中 

 欠席者： なし 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係（①認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師の認定試験について;日本

臨床化学会と日臨技による認定で 12/13 第１回試験 受験料２万 登録料 5000 円 受験者 200 名を予定 ②

九州支部会議 10/31 14:30～ 出席予定:増永、田中、池田、松本、今田 ③精度保証施設認証 申請可能施

設一覧表送付） 

医専連関係（①Ｈ26 健康フェス総務部会 8/18 ②9/20 医専連シンポ「ある日突然病気になった時、誰に相談

しますか」③9/27 市民公開講座「糖尿病でも元気で 100 才」④熊大医学部附属病院 新外来棟完成記念式典

9/11 出席；増永、田中） 

熊臨技関係（熊臨技名刺作成） 

 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（9/9 現在 1075 名） 

   ・広報（坂口）：ニュース版の発行･発送、 

   ・組織（河野）：組織率調査の検討→ロゴマーク募集要項の検討。部門別ボウリング大会の案内。 

   ・渉法（鬼塚）：熊本市民健康フェスティバル準備状況報告、平成 26 年度賛助会員 

   ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査（10 月実施、申込窓口を技師会事業部（福吉）へ変更、調査報告会を

Ｈ27/2/7 で調整中） 

   ・学術（今田）：第 7 回学術講演会（心血管系の臨床検査）、9/22 部門長会議、くまもと医学検査投稿依頼

をニュース版に掲載、熊臨技会員年齢・性別分布） 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録、あじさいセミナー報告 

・経理（工藤）：通常経理報告 

・特別事業（野中）：公益法人移行整備 

3、第 3 回理事会 8/30（土） 理事会 同仁堂 5 階会議室 14：00～     

参加者 理事 24 名中 20 名 

   ・平成 26-27 年度委員会について 承認；委嘱状を発送準備中 

  ・特別事業部担当常務理事について 熊本保健科学大学 野中理事 承認 

  ・梅橋豊蔵元会長の名誉会員の推薦 来年度６月の総会で承認を 

4、あじさいセミナーについて 8/30（土） 同仁堂 4 階ホール 14：00～  

   セミナー２４名 ボウリング２４名 懇親会３２名 

5、精度保証施設認証説明会 徳島大学 永峰 康孝先生  

   8/30（土）同仁堂 4 階ホール 15：00～ 

6、第 47 回熊本県医学検査学会（天草地区）について  

平成 27 年 5 月 31 日 本渡市民センターにて 

7、第 49 回日臨技九州支部医学検査学会  平成 26 年 11 月 1、2 日（沖縄県宜野湾市） 

   一般演題（138 題） 座長依頼（８名）（座長推薦は今田理事より推薦完了） 

8、公益法人報告書訂正について 熊本中央病院 9/2 に指摘事項を訂正・送付  

9、地域ニューリーダー育成講習会参加について 熊本中央病院 逢坂部門長に依頼 

10、熊臨技創立 60 周年・法人化 25 周年記念誌発行計画 

11、自然災害による被災会員に対するお見舞金申請手続きについて 日臨技より 

12、日本慢性期医療学会からの後援依頼  名義後援として承認 

13、その他 天草地区県学会 準備金を前渡 

＜協議事項＞ 

1、平成２６年度全国「検査と健康展」について 

 11/9（土） ゆめタウン光の森 → 11/9（日）イオンモール熊本へ打診 

2、熊臨技ロゴマークについて 投稿規定を承認。微調整後、発表。 

3、くまもと医学検査」投稿内容について：功績報告なども可とする。 

4、その他 ① 精度管理調査後の是正処置対応について 事業部提案を承認。 

 

次回 10 月 14 日（火） 熊臨技事務所    

                                             以上 



平成 26年 9月吉日 

会員各位 

熊本県臨床検査技師会 会長 増永 純夫 

同   組織部長 河野 公成 

熊本県臨床検査技師会ロゴマーク募集 

当技師会は平成 25年 4月より社団法人から一般社団法人熊本県臨床検査技師会へ移行し、会員数

が 1000名を超える団体となりました。また昨年は熊本県臨床検査技師会創立 60周年・法人化 25周

年を迎えることができました。これを機にロゴマークを作成し、県民の皆様に信頼され質の高い臨

床検査の提供を目指す熊本県臨床検査技師会の周知に活用していきたいと考えています。 

１． 募集内容（コンセプト） 

 ・臨床検査および熊本をイメージするもので、わかりやすく、シンプルなもの。 

 ・作品はカラー、単色のいずれでも構いません。（単色で使用される場合も想定してください）  

 ・ロゴマークはシール等での使用もありますので、2cm×2cm の大きさでもマーク認識できるようにデ

ザインをしてください。 

２． 募集期間 

平成 26年 10月 1日（水）から平成 26年 12月 26日（金）まで（※12月 26日必着） 

３． 応募方法 

・郵送の場合 

A4 サイズの任意の白色用紙（縦長使用）を使用し、別の用紙に必要事項（※）を記載の上、郵送

してください。用紙 1枚につき作品１点とし、用紙は折り曲げないでください。 

応募先宛名 熊本県臨床検査技師会事務所：〒860－0083 熊本市北区大窪 1丁目６番３号 

 ・メールの場合 

メール本文に、必要事項（※）を記載し、8MB 以内の作品の画像データ（JPEG 形式または PDF 形

式のファイル）を添付して、お送りください。送付された画像データを一般のコピー用紙へ印刷し、

選考資料とします。Eメールの件名は、「ロゴマーク応募」としてください。 

応募先アドレス E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp 

※必要事項・・郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業または学校名、作品の説明

（意味や思いなどを 200字以内で記入してください） 

４． 賞・賞金 

 ・最優秀賞 １点  賞状・副賞（賞金 3万円） 

５． 発表  

・平成 27年 3月予定 

６． 問い合わせ先 

熊本市立熊本市民病院 検査技術室 河野公成  

TEL:096-365-1711   E-mail：kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 

詳細は当技師会ホームページをご覧ください！ 

mailto:kumaringi@tos.bbiq.jp
tel:096-365-1711
mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


平成26年度・27年度 熊臨技各委員会委員名簿
氏  名 所　　属

１．役員推薦委員(規定人数１０名） 福田　直子 荒尾市民病院
県北 広瀬　里子 公立玉名中央病院

県央３名 瀧口　巌 熊本保健科学大学
徳永　英博 熊本大学医学部附属病院　病理部
三城　真由美 国立療養所菊池恵楓園

県南２名 的場　正文 熊本労災病院
春山　哲男 公立多良木病院

天草１名 福田　浩喜 上天草総合病院
研究班２名 山崎　卓 熊本赤十字病院

笹田　景子 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

２．表彰推薦委員（規定人数６名） 池田　勝義 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

田中　信次 日赤熊本健康管理センター
松本　珠美 熊本保健科学大学
今田　龍市 くまもと森都総合病院
松本　律男 熊本市民病院
吉田　雅弥 熊本赤十字病院

３．学術委員 今田　龍市 くまもと森都総合病院
（含　機関紙くまもと査読委員） 徳永　博英 熊本大学医学部附属病院　病理部

池田　勝義 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

田中　信次 日赤熊本健康管理センター
寺本　弘二 熊本保健科学大学
坂本　康弘 熊本赤十字病院
鬼塚　寛志 熊本市環境総合研究所
亀山　広喜 熊本保健科学大学
松本　珠美 熊本保健科学大学
西山　明美 あきた病院
廣瀬　英治 熊本保健科学大学
杉内　博幸 熊本保健科学大学
永田　邦昭 公立玉名中央病院
富田　文子 済生会熊本病院

４．編集委員 坂口　司 済生会熊本病院
（含　ホームページ担当） 谷川　朋子 熊本市民病院

吉野　美香 熊本中央病院
春田　昭一 済生会熊本病院
田上　圭二 済生会熊本病院
中川　美弥 済生会熊本病院
近藤　妙子 済生会熊本病院
岩代　翔吾 済生会熊本病院
木下　史暁 済生会熊本病院
岩下　孝子 済生会熊本病院
竹下　雅子 済生会熊本病院
松本　珠美 熊本保健科学大学
外薗　宗徳 国立病院機構熊本医療センター
林　秀幸 国立病院機構熊本医療センター
西山　明美 あきた病院

５．生涯教育委員 川口　謙一 熊本赤十字病院
外園　宗徳 国立病院機構熊本医療センター
藤崎　恵 国立病院機構熊本医療センター
中島　一樹 国立病院機構熊本医療センター
吉田　雅弥 熊本赤十字病院
小倉　龍之介 熊本赤十字病院

職  名

１０名

査読担当

HP担当



平成26年度・27年度 熊臨技各委員会委員名簿
氏  名 所　　属

６．精度保証委員 池田　勝義 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

(熊本県医師会精度管理専門委員を兼任） 福吉　葉子 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

西村　仁志 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

井島　廣子 陣内病院
逢坂　珠美 熊本中央病院
松岡　拓也 済生会熊本病院
下川　里美 国立病院機構熊本医療センター
大隈　雅紀 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

岩山　義雄 熊本中央病院
井上　博幸 熊本労災病院

７．女性部会委員 手蓑　京美 谷田病院
中潟　順子 熊本回生会病院
江崎　有里 公立多良木病院
松本　珠美 熊本保健科学大学
徳永　好美 熊本機能病院
西山　明美 あきた病院
廣瀬　里子 公立玉名中央病院
桑野　英子 公立玉名中央病院　健診センター
光永　雅美 日赤熊本健康管理センター
黒木　由紀子 日赤熊本健康管理センター
大町　佳子 日赤熊本健康管理センター
工藤　圭子 医療法人 牧念人会 牧診療所
田口　美和 済生会みすみ病院
川野　笑子 済生会みすみ病院

９．その他
＜日臨技関係＞
代議員 増永　純夫 熊本中央病院
学術企画委員会委員 生物化学部門 池田　勝義 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

病理細胞部門 徳永　英博 熊本大学医学部附属病院　病理部
都道府県技師会生涯教育担当者 川口　謙一 熊本赤十字病院
都道府県技師会職業紹介担当者 松本　珠美 熊本保健科学大学
都道府県技師会連絡責任者 松本　珠美 熊本保健科学大学
都道府県編集連絡責任者 坂口　司 済生会熊本病院

＜九州支部関係＞
幹事 増永　純夫 熊本中央病院
学術部門長（細胞病理） 島本　浩二 熊本市民病院

＜県・市関係＞
熊本県医師会精度管理専門委員会委員 池田　勝義 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

逢坂　珠美 熊本中央病院
井島　廣子 陣内病院

熊本県医師会精度管理実務委員 ※精度保証委員が兼任

熊本市臨床検査精度管理専門委員会委員 田嶋　恵美子 熊本市民病院
池田　勝義 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

熊本県臨床検査精度管理専門委員会委員 正木　孝幸 熊本保健科学大学
竹下　久子 国立病院機構熊本医療センター

熊本県医療・保健・福祉団体協議会　理事 池田　勝義 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

　　　　
熊本市保健医療専門団体連合会　理事 増永　純夫 熊本中央病院

　　　　　代議員 鬼塚　東洋 済生会みすみ病院
熊本県医師会プライマリケア研究会 増永　純夫 熊本中央病院

職  名



平成 26 年 9 月吉日 
会員各位 

第 47 回熊本県医学検査学会 
学会長   平井 義彦 
実行委員長 福田 浩喜 
学術部長  民本 重一 
経理部長  尾崎 睦也 
事務局長  磯崎 将博 

第 47 回熊本県医学検査学会開催のご案内 
謹啓 
この度、10 年の歳月を経て天草の地で学会を開催することになりました。 

各医療機関の技師が力を出し合い、「輪」となり「連携」し、技師の「医療の質」

が上がる学会になるよう貢献できればと思います。その思いから今回のテーマ

を「連携～一人の力から～」といたしました。 
 特別講演では、東京医科大学微生物学講座教授 大楠清文先生に遺伝子検査

についてご講演いただきます。また市民公開講座では、上天草総合病院内科部

長 和田正文先生に日本紅斑熱についてわかりやすくお話していただきます。 
学会前日は技師のコミュニケーションの場「輪」と心の洗濯を行い、今まで以

上の「連携」ができるよう楽しい企画（マグロの解体ショー、天草ハイヤ等）

を取り入れた懇親会を開催いたします。 
ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加くださいますよう

お願い申し上げます。 
謹白 

記 

 

テーマ：「連携～一人の力から～」 

会 期：平成 27 年 5 月 31 日（日） 

会 場：天草市民センター 

 
 
 

問い合わせ先 事務局 磯崎 将博 
                                   天草地域医療センター 検査部 

                                            TEL 0969-24-4111 
                                            E-mail labo@amed.jp 



平成 26 年 9 月吉日 
会員各位 

第 47 回熊本県医学検査学会 
学会長   平井 義彦 
実行委員長 福田 浩喜 
学術部長  民本 重一 

第 47 回熊本県医学検査学会演題募集のお知らせ 
 

 第 47 回熊本県医学検査学会を天草市で開催いたします。つきましては一般演

題を下記の要項で募集いたします。日頃の研究成果や貴重な症例の経験などが

ございましたら、この機会に是非ご発表ください。また、優れた演題について

は優秀演題賞を授与いたしますので、奮ってご応募下さい。 

 
 

記 
 

一般演題募集要項 

 
1. 演題受付開始日～受付締切日 

平成 26 年 10 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日 

 
2. 抄録受付開始日～受付締切日 

平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日 

 
3. 抄録記入様式は、熊臨技 HP をご覧下さい。 

 
4. 発表形式は全て液晶プロジェクターによる口演形式とします。スライドは、

Microsoft Windows PowerPoint 2007～で作成して下さい。 

 
5. 申し込み先 

学術部長 民本 重一 
地域医療推進機構 天草中央総合病院 検査部 

TEL 0969-22-0011 
E-mail kensa@amakusa.jcho.go.jp 

申し込みは E-mail でのみといたします。件名には必ず県学会演題申し込み

とご記入下さい。 



会員各位                                              

平成 26 年 10 月吉日 

日臨技九州支部卒後研修会 

第 26 回血液検査研修会開催案内 

                       （一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部支部長 佐藤 元恭 

                               九州支部臨床検査血液部門長 寺原 孝弘 

（一社）鹿児島県臨床検査技師会臨床血液部門長 古城 剛 

謹啓  

 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。 

この度、日臨技九州支部卒後研修会 第 26 回血液検査研修会を鹿児島県にて開催致します。 

『末梢血から始まる診断』をテーマに揚げ鏡検実習、症例解説、講演を行います。日々の業務に大変役立つ内容

となっておりますので、各県会員皆様の多数のご参加をお待ち申し上げております。 

謹白 

テ － マ ：『末梢血から始まる診断』 

主    催 ：（一社）日本臨床衛生検査技師会 九州支部 

担    当 ：（一社）鹿児島県臨床検査技師会 臨床血液部門 

会    期 ：平成 27 年 2 月 21 日（土）12：00～18：00  22 日（日）8:30～13：00 

会    場 ：鹿児島大学医学部 第 2個人単位実習室およびインテリジェント講義室 

鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1  TEL099-275-5575（血液検査室） 

参加資格 ：（一社）日本臨床衛生検査技師会会員 

募集人数 ：100 名  ※定員になり次第締め切ります。 

参 加 費 ：10,000 円（講義、実習、テキスト、資料等を含む） 宿泊の手配は各自でお願いします。 

懇 親 会 ：OPUS 19 時～ 参加費：3,500 円 鹿児島市千日町 6-1 フラワービル 3Ｆ TEL 099-227-1648  

 

申込方法 ：日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)、研修会事前登録より申し込んでください。 

登録方法 ：①日臨技ホームページ→会員専用ページにログインする。 

      ②参加申請の事前参加申込より九州卒後研修会 第 26 回血液研修会を選択し、事前登録を押す。 

      ③必須事項(★印)を漏れがないように入力し、保存して閉じる。登録完了。 

      ④登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。 

※諸事情により、日臨技ホームページより申し込みできない方は、必ず問い合わせ先に相談後 

下記に申し込んで下さい。 

問合せ先 ：鹿児島大学病院検査部  古城 剛    

TEL099-275-5561   e‐mail：tkojyo@m3.kufm.kagoshima-u.ac.jp 

申込み先 ：kag-fcm@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp   

担   当：鹿児島大学病院検査部 竹之下 友寿 TEL099-275-5575 

申込締切 ：平成 26 年 12 月 12 日（金）（定員になり次第締め切ります） 

入金締切 ：平成 26 年 12 月 20 日（土）（懇親会参加の方は懇親会費を含め 13,500 円入金ください） 

入 金 先 ：ゆうちょ銀行 総合口座 記号17850 番号 7675181 口座名：卒後研修会鹿児島 

      (他金融機関からの振込みの場合) 【店名】七八八(読み ナナハチハチ) 

【店番】788 【預金種目】普通預金 【口座番号】0767518 

※ 会員証で受付しますので、会員証を持参して下さい。 

※ 大学構内に駐車場がございます。（無料券を発行しますので駐車券を受付までお持ちください） 



【1日目 2 月 21 日（土）スケジュール】 

受付 鹿児島大学医学部 第 2個人単位実習室(2F)前                                11：45～12：15 

開講式 オリエンテーション                                                       12：15～12：30 

講演Ⅰ 血液形態(末梢血・骨髄細胞の見方)                      12：45～13：25      

池田 栄一郎 技師    佐世保市立総合病院                                   

鏡検開始                                     13：30～15：30 

症例解説                                     15：45～18：00 

懇親会                                      19：00～ 

 

【2 日目 2 月 22 日（日）スケジュール】 

受付 インテリジェント講義室(5F)前                                                8：15～8：45 

オリエンテーション                                8：50～9：00 

学術講演                                     9：00～11：30      

司会：寺原 孝弘 技師     済生会 日向病院 

竹之下 友寿 技師    鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 

講演Ⅰ                                                                        

『フローサイトの結果の見方・考え方』 

講師：政元 いずみ 技師    鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 

講演Ⅱ 

『造血器腫瘍における染色体検査の見方・考え方』 

講師：佐藤 悦子 技師     雪の聖母会 聖マリア病院 中央臨床検査センター  

講演Ⅲ 

『微小循環障害の病態』 

講師：岡﨑 智治 技師     医療法人 三州会 大勝病院 

                                                                                                

休憩                                                    11:30～11:40 

 

特別講演                                       11:40～12:40 

『ＡＴＬの基礎と臨床 － 最近の話題 －』  

 

司会：牟田 正一 技師     国立病院機構 鹿児島医療センター  

 

講師：宇都宮 與 先生     公益財団法人 慈愛会 今村病院分院 院長 

 

 

 

閉講式                                        12:40～13:00 

 



鹿児島大学医学部・附属病院への交通アクセス 

 

 

～JR を利用する方～ 

JR 指宿枕崎線「宇宿駅」下車 病院まで約 1.2Km（坂道、徒歩 20 分） 

※「宇宿小学校前バス停」から、鹿児島市営バス・鹿児島交通バスの便があります。 

～市電(路面電車)を利用される方～ 

鹿児島市電「脇田電停」下車 約 1.3Km（坂道、徒歩 20 分） 

※「脇田電停前バス停」から、鹿児島市営バスのシャトル便があります。 

～バスを利用される方～ 

◎鹿児島市営バス 

大学病院線(18 番線) 

桜ヶ丘行き 鹿児島市役所前発(鹿児島中央駅・紫原経由)「大学病院前」下車 

大学病院線(18 番線) 

桜ケ丘団地行き 脇田電停のシャトル便「大学病院前」下車 

◎鹿児島交通バス  

桜ヶ丘団地線(17 番線) 

桜ヶ丘東口行き、鹿児島駅前発(鹿児島中央駅・田上・広木経由)「大学病院」下車 

魚見ヶ原線(18 番線) 

魚見ヶ原行き、鹿児島駅前発(鹿児島中央駅・田上・広木経由)「大学病院」下車  

紫原、桜ヶ丘線(19 番線) 

 桜ヶ丘団地行き、鹿児島駅前発(鹿児島中央駅・附属小・東紫原経由)「大学病院」下車                      



第 49回 九臨学発 270号

平成 26年 9月 16日

会  員

各県会長

賛助会員

平成26年 度日臨技九州支部医学校査学会(第

学会長 松 ブ|

日臨技九州支部ゴルフコンペのご案内

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平成26年度日臨技九州支部医学検査学会 (第49回)の 準備も着々と進んでいるところで

す。この学会前日に開催される恒例ゴルフコンペも下記の通り準備が整いましたので、多

数の会員、各県会長、費助会員の皆様が参加されますようご案内申し上げます。

1

記

開催期日:平成 26年 10月 31日 (金)午 前 7時半スター ト 5組

※18ホ ールスルーで行いますので午前中で終了する予定です。

ゴルフ場 :琉球ゴルフ倶楽部 TEL:098・ 948‐2460

〒901'0608 南 城市玉城字親慶原 1番地 (なんじょう市たまぐすくあざおやけばる)

グリーンフイ :10、800円   参 加費 ,3、000円 (食事代 ・賞品代)

申込期間 :平成 26年 10月 10日 (金)〆 切

申込み先 :沖臨技事務所 F AX098・ 870‐0702 ※ FAXの みの受付になります。

※氏名等ご記入後、本用紙をそのまま上記宛 FAX願 います。

琉球ゴルフ倶楽部は、毎年 3月 のダイキンオーキット女子ゴルフツアーで国内の開幕戦

で全国のゴルファーからも人気があります。このゴルフ場は、ほとんどフラットコース

で、さらに乗用カー トも舟意しましたので女子会員、体力に自信がない方でも楽にプレ

イができとことと」酌 まヽすのでE参 力,ください。鞍 日十組み合わせ表を送 りますの建 __

絡先は是非ご記入ください。

位各

ｎ

卜

Ｊ

3.

4

5

※※※※※※九州臨床検査技師会ゴルフコンペ担当 徳 本弘、松本英明 (アクア)※ ※※※※※

お田い全わせは徳本までご連絡下さい 携 帯電話 090‐5284‐7057(徳本)

090・7443・3900 (松本)

氏 名 AV SCOR 施設名 ・企業名 連 絡 先 (電話)

1

2

3

4



 

第１回 九州凝固検査共同研究会    
みんなで考え、解決しましょう 

謹啓 

 時下先生方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。平素は格別のお引き

立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたび第1回九州凝固検査共同研究会を下記により開催いたしますので、ご案内申

し上げます。 

 凝固検査に関しまして“現場で直接役立つ、技師の方々の集まりならでは”の討論が展開で

きればと考えております。 

 ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。 

謹白 

（記） 

1. 日時 10 月 18 日（土曜日）14：00～  

2. 場所 水前寺共済会館グレーシア 

   〒862-0950 熊本市中央区水前寺 1-33-18 ℡096-383-1281 

3. 会費 1,000 円 

4. プログラム 

14：00 代表世話人挨拶 

14：10 コアプレスタコントロールサーベイから見えること 積水メディカル㈱ 

14：30 グループディスカッション（気軽に何でも話してみましょう！） 

進行 鹿児島大学病院 検査部 中村 政敏 

熊本大学病院   検査部 山下昭一郎 

                              

☆ テーマ 1 凝固検査でおかしなデータが出たらどうしてる？ 

        （臨床からの問い合わせ事例等） 

     問題提起者 鹿児島大学病院 検査部 宮内 恵美 

☆ テーマ 2 APTT のデータは各施設バラバラだけど、対応は？ 

     問題提起者 熊本大学病院  検査部 山本 紀子 

  16：10 休憩 

 

  16：20 教育講演 

       「止血機構の今日的理解と病態への考察」 

     鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学分野  

                       教授 橋口 照人 先生 

            司会 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 

                              技師長 池田 勝義 

  17：00 閉会 

  17：15 情報交換会（18：30 終了） 



 

第１回 九州凝固検査共同研究会 

ご参加申込書 

 

積水メディカル株式会社 宛 

FAX ０９２－４７４－４１３６ 

 

 

ご施設名  （                 ） 

ご出席者名 （            ） 

      （            ） 

 

お手数ですが、いずれかを選択していただけますでしょうか。 

凝固検査の経験年数（1年未満・3年未満・3年以上） 

 

恐れ入りますが、9月末までに FAX にてお申し込みをお願いいたします。 

 



                            平成 26年 9月 1日 

各 位 

                        (一社)長崎県臨床検査技師会 

                          会 長  丸田 秀夫 

   生 理 検 査 研 究 班 

班 長  城  宏史 

 

 

長崎県認定心電検査技師認定対策及び資格更新研修会のご案内 

 

謹啓 

 初秋の候、会員の皆様に於かれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より一般社団法人長崎県臨床検査技師会活動に、ご理解・ご支援を賜り厚くお礼申

し上げます。 

 このたび、当会の主催で下記の通り「長崎県認定心電検査技師認定対策及び資格更新研

修会」を開催いたします。臨床生理や基礎電気生理学等の知識と技能を高めることを目的

とし、日臨技認定更新指定研修会（認定心電検査技師）として登録・承認された認定心電

検査技師試験対策及び認定制度更新のための研修会です。 

つきましては、下記の通りの日程で研修会を開催いたします。当会会員を含め、県外会

員の方も参加できますので、多数のご参加をお願い申し上げます。 

                                  謹白 

 

記 

 

１．研修会名  長崎県認定心電検査技師認定対策及び資格更新研修会 

２．会 期  平成 26年 10月 25日（土）9：50～16：00 

３．会 場  独立行政法人地域医療機能推進機構  

諫早総合病院 6階大会議室 

４．内 容  09:00～      受付 

09:50～10:00   オリエンテーション 

           10:00～10:50    「認定心電検査技師に必要な MEの基礎知識」 

                   11:00～11:50    「基礎電気生理から心電図を学ぶ」 

                   13:00～13:50    「陰性 T波の臨床」 

                   14:00～14:50    「ペースメーカーと心電図について」 

                   15:00～16:00    「心電図と薬物療法について」 

以上 

 

※尚、研修会申込につきましては研修会プログラムの申込要項をご参照ください。 



臨床生理や基礎電気生理学等の知識と技能を高めることを目的とし、
認定心電検査技師試験対策及び認定制度更新のための研修会を実施します。

会期 平成26年10月25日（土）

独立行政法人地域医療機能推進機構　諫早総合病院　6階大会議室
〒854-8501 長崎県諫早市永昌東町24-1

 9:00～　　　　　　　受付

 9:50～10:00　　　オリエンテーション

10:00～10:50 「認定心電検査技師に必要なMEの基礎知識」

11:00～11:50 「基礎電気生理から心電図を学ぶ」

13:00～13:50 「陰性T波の臨床」

14:00～14:50 「ペースメーカーと心電図について」
 　 日本メドトロニック株式会社 CRDM事業部 九州支店　　

15:00～16:00 「心電図と薬物療法について」

募集人員 100名　（定員になり次第、締め切らせていただきます。）

参加資格 一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　会員

受講料 3,000円

申込締切

申込要領

申込先 一般社団法人長崎県臨床検査技師会

宿泊等 宿泊・昼食は、各自で手配してください

主　催

　      生駒　俊和　先生

　　生涯教育研修課程：専門教科　20点
　　認定心電検査技師制度更新：10単位

下記、必要事項をご記入の上、できるだけメールにてお申込み下さい。FAXも可です。

平成26年10月6日（月）

　　日本赤十字社長崎原爆病院　循環器内科部長
  　     　 芦澤　直人　先生

長崎県認定心電検査技師認定対策及び資格更新研修会

目的

会場

内容

　純真学園大学　保健医療学部　検査科学科

　　シニアテクニカルスペシャリスト　　 山口　智之　先生

 　 　　    山本　誠一　先生

　　天理よろず相談所病院　臨床検査部CG部門

　　新潟医療福祉大学　医療技術学部　

　　　　　 吉田　秀人　先生

一般社団法人長崎県臨床検査技師会

諫早総合病院　検査部　城宏史 宛　mail:kensa-456@hospital-isahayasougou.jp　

諫早総合病院　検査部　城宏史宛　   　FAX 0957-22-1407

　　①所属県名　　②会員番号　　　③氏名（ふりがな）　　　④施設名　

　　⑤施設住所　　⑥連絡先（TEL・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）　　⑦認定心電技師資格の有無





月　日 場　所 主　　題 内　　容 区分 点数

11月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 カラム凝集法・固層凝集法 専門 20

11月5日 人吉市 人吉地区研修会 （仮題）血液ガスについて 専門 20

11月15日 熊本市 遺伝子部門研修会 遺伝子講習会（基礎編） 専門 20

11月16日 熊本市 臨床一般部門研修会
①血尿を診る～尿中赤血球形態から考える病態～
②尿沈査から考える病態推定法
③尿沈査実習

専門 20

11月25日 熊本市 臨床血液部門研修会 造血幹細胞移植における臨床検査の関わり 専門 20

11月27日 熊本市 病理細胞部門研修会 第３回症例検討会 専門 20

11月29日 熊本市 生物化学分析部門研修会
腎臓の検査とデータの見方について
診断薬の価値～腎マーカーの新しい有用性

専門 20

1月10日 熊本市 臨床微生物部門研修会 スライドカンファレンス（微生物・遺伝子） 専門 20

1月22日 熊本市 病理細胞部門研修会 第４回症例検討会 専門 20

1月24日
25日

熊本市 輸血細胞治療部門研修会 伝達講習会 専門 20

1月27日 熊本市 臨床血液部門研修会
凝固線溶検査について
血栓症について
ミキシングについて

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

平成26年11月～平成27年1月 熊臨技生涯教育委員会


	３．理事会報告(p.3)
	４．常務理事会報告(p.4)
	５．ロゴマーク募集(p.5)
	熊本県臨床検査技師会ロゴマーク募集
	当技師会は平成25年4月より社団法人から一般社団法人熊本県臨床検査技師会へ移行し、会員数が1000名を超える団体となりました。また昨年は熊本県臨床検査技師会創立60周年・法人化25周年を迎えることができました。これを機にロゴマークを作成し、県民の皆様に信頼され質の高い臨床検査の提供を目指す熊本県臨床検査技師会の周知に活用していきたいと考えています。

	６．Ｈ26・27年度各委員名簿①(p.6)
	７．Ｈ26・27年度各委員名簿②(p.7)
	８．第47回熊本県医学検査学会のお知らせ(p
	９．演題募集のお知らせ(p
	１０．九州卒後教育セミナー案内①～③(p
	１３．日臨技九州支部ゴルフコンペのご案内(p.13)
	１４．第1回九州凝固検査共同研究会案内状①～②(p
	１６．長崎県認定心電検査技師認定対策及び資格更新研修会(p.16)
	１７．心電検査技師研修会申込要領(p.17)
	１８．第６回熊本県合同輸血療法委員会のお知らせ(p.18)
	２１．生涯教育11－1月(p.21)
	2014 


