
当会への入退会・会員登録内容の変更等につきましては日臨技ホームページをご覧下さい。 
本ニュース版の内容、部数不足、未着等については広報部までお問い合わせ下さい。 

 

 
 
 

 

                                       

● 平成25年度で退会希望の方へ 

  平成25年度で退会希望の方で、平成26年1月31日までに退会の申請を行われなかった方は、平成26

年2月27日に、26年度年会費が口座から引き落としされます。 

   引き落とし後に退会手続きを取った場合は、別途返金申請が必要です。 

  なお、平成26年3月31日までに退会手続きが済んでいない場合（郵送の場合は3月31日必着）は、26

年度会費を返金できませんのでご注意ください。 

 

 ＊退会申請は、会員専用ページから行って下さい。同ページから申請できない方は「退会届」をダウン

ロードして日臨技事務局に郵送してください。 

 

 

● 第63回日本医学検査学会（新潟）参加者の事前登録について 

   第 63 回日本医学検査学会実行委員会より参加者の事前登録の案内がきております。 

  事前登録される会員は参加費・懇親会費が安くなりますよ！ 

   登録期間は、平成 26 年 4 月 13 日迄です。    

 

 

  

※ 異動が生じた場合の事務手続きは会員自ら行って下さい。これは会員の義務です 

 

 

 

   

   総務部：熊本保健科学大学内 

           TEL (FAX):096-275-2169 
        担当：松本 珠美  E-mail：matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp 

      
    広報部： くまもと森都総合病院  臨床検査科内 

         TEL：096-364-6000（内線 5145）            FAX：096-363-6621 
         担当 ：山本 典夫 E-mail：yamamoto@shinto-general.jp 
     

技師会ホームページ: http://kuma-amt.or.jp/ 
事務所：〒860－0083  熊本市北区大窪 1 丁目６番３号    TEL：096‐324‐8477 

             E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp            FAX：096‐200‐1221 

http://kuma-amt.or.jp/
mailto:kumaringi@tos.bbiq.jp


 

平成25年度 第10回常務理事会 

 

日 時 ： 平成26年1月14日（火）18：30 ～ 21：00 
 場 所 ： 熊臨技事務所会議室（大窪1-6-3 096-324-8477 ） 

  出席者：瀧口、原田、増永、松本、山本、坂口、田中、中潟 
欠席者：池田、徳永、寺本 

＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技（連盟会議；H26.1.24、全国幹事会；H26.1.25、いずれも東京、H26 定時総会；H26.5.24）

九州支部（九州支部会議H26.2.1 福岡）その他（公明党新春の集い；H26.1.10 瀧口、熊本県医・保・福祉連

携学会臨時理事会H26.1.16 瀧口、熊本市医専連会議H26.2.3 瀧口） 
 ２、各部報告 
  ・総務（松本）；会員動向（1/14現在1034名）、 
  ・広報（山本）；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、60周年記念誌発行 
  ・組織（坂口）；地区再編案について再案提出 

・渉法（田中）；平成25年度賛助会員（46社）広告募集を１月から開始、プロモーション委員会1/6 福岡 
  ・事業（池田）；平成 25 年度熊本県精度管理解析会 2/1 14:00～熊本県医師会館。熊本県臨床検査講習会を企画

中（技師以外の出席者を増やす）。精度管理優良施設認定精度検討。 
  ・学術（徳永）；くまもと医学検査論文募集、第７回学術講演会テーマ検討  
  ・生涯教育（増永）；生涯教育研修会参加登録状況（12月分まで完了）助成金対象事業1月2回、2月1回予定   

・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、公明党新春の集い（H26.1.10） 瀧口会長出席 
４、熊本県医療・保健・福祉団体協議会 臨時理事会（H26.1.16）瀧口会長出席 
５、日臨技九州支部・学術合同会議（H26.2.1 博多八仙閣）出席予定：瀧口、増永、田中、松本 
６、日本プライマリケア学会 第9回九州支部総会（H26.2.2 くまもと森都心プラザ）出動依頼 
７、第47回熊本県医学検査学会Ｈ27年度総会（担当地区 天草地区） →会議H26/1/17予定 出席；増永 
８、第25回日本臨床化学会・第59回日本臨床検査医学会（H26.3.15 熊本市医師会館）出動依頼 
９、移行法人研修会（H26.1.21 熊本県庁）出席予定；増永、中潟 
 
＜協議事項＞ 

１、熊臨技創立60周年記念・法人化25周年記念誌の進捗状況 
  9/2からできた分を入稿（学術以外）、11月18日の州で校正実施、歴代会長（写真入り）に挨拶文を依頼。 
  初校検討が延期の予定。 
２、第46回熊本県医学検査学会 平成26年度総会 支援 
  会期：平成26年6月8日（日）、会場：菊池市文化会館 担当：熊本市周辺地区  

学会長：三牧 司佳理事（菊池郡市医師会立病院）   演題締切は12/10 → 1月に延期 抄録締切 H26/3/10 
一般演題20題予定、学術講演（島添先生）と文化講演（藤原先生）は一般公開とする  
ランチョンセミナー2題→ 1題に変更 

３、地区再編及び組織運営規程（理事選出区分）の見直し 
  ・理事会での意見を参考にし、菊池郡市・合志市・阿蘇郡市を熊本（県央）とする。各地区への意見聴取を会長が

行う。 ・研修会開催方法は地区のなかにさらに区分を設け、連絡者を置く形としたい。 
４、知事表彰祝賀会計画（中潟理事を推薦）発起人会、開催日時・場所を選定 講演会はなしとする。同時に理事会開   
  催；開催予定日 H26.3.21、会場候補 KKRホテル熊本（17:00 理事会、19:00祝賀会） 
５、その他 
  ・日臨技九州支部部門員 （総合管理部門熊本県は西村仁志技師；熊大中検を推薦） 
  ・次回常務理事会でH26年度予算を検討 
 
次回会議：H26.2月4日（火）18:30～熊臨技事務所 
 

以上 
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熊本県臨床検査技師会 御中

第 63回 日本医学検査学会
学 会 長 渡邊 博昭
実行委員長 山崎 恒

第 63回 日本医学検査学会開催 にあた り事前参加について (お願い)

謹啓 時下 貴職にはますますご健勝のこととお慶び申しあげます。平素は当技師会事業に

格別のご理解とご協力を賜 り厚く御礼申しあげます。

さて、過日ご案内させていただいております標記学会を、当技師会が担当し平成 26年 5月 17・

18日 の両日新潟市に於いて開催いたします。おかげさまで680演題以上の一般演題の申込があり、

誠にありがとうございました。

また、大変遅くなりましたが、日本臨床衛生検査技師会のホームページからの事前登録の準

備が整いました。

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、貴会会員へのご案内をお願い申しあげま

す。

敬 具

口己

1.登録期間 平成 25年 12月 27日 か ら平成 26年 4月 13日

2.会  費 学会参加費(日 臨技会員)6,500円  学会懇親会費 4,000円

(なお、当日学会参加費は 7,000円 、懇親会費は 5,000円 です )

3. 会費引落  1二成 26年 4月 28日

4.領収書発行 平成 26年 5月 10日 以降に日本臨床衛生検査技師会ホームページより発行

可能です。

5。 そ の 他 事前参加登録は、会員情報に銀行 日座情報の登録が完了されている会員 (日

臨技会費を引落されている会員)が対象とな ります。コンビニでのお支払

いはできません。

なお、その他ご不明な点がございましたら担当者までお願いいたします。

担当 第 63回 日本医学検査学会事務局

〒951‐ 8520 新潟市中央区旭町通 1番町 754番地

新潟大学医歯学総合病院

事務局長 加藤 靖彦

TEL.025-227‐2680  FAX.025‐ 227‐ 0796

E‐maillyas3594@sinringi.or.jp



 

第 13 回 医療関連感染対策フォーラム in 八代 

 

日 時：平成 26 年 3 月 7 日（金）19：00～20：30 

場 所：やつしろハーモニーホール 3F 大会議室 A、B 

熊本県八代市新町 4-1 Tel：0965-53-0033 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊プログラム＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【一般演題】19：00～19：15 

座長：熊本労災病院 安道 誠   感染制御部部長 

演題：「マイコプラズマ抗原検査について」 

 

 

【特別講演】19：15～20：30（質疑応答含む） 

座長：熊本労災病院 伊藤 清隆  副院長 

演題：「マダニ媒介性感染症の恐怖  

～見逃さないためには～」 

演者：上天草市立 上天草総合病院 内科部長 和田 正文先生 

 

 

 

【総合司会】熊本労災病院 感染制御部部長 安道 誠 



熊臨技[生涯教育講座研修過程]プログラム

　平成26年3月～平成26年4月 　                                          熊臨技生涯教育委員会

月 日 場 所 主  　  題 内    　容 区分 点数

3月6日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 サーベイ報告 専門 20

3月7日 八代市 医療関連感染対策フォーラム
マイコプラズマ抗原検査について
マダニ媒介性感染症の恐怖

専門 20

3月8日 熊本市 輸血検査研究班研修会
血液型検査用試薬について
不規則抗体検査用試薬について

専門 20

3月13日 熊本市 一般検査研究班研修会
今年度の尿沈渣フォトサーベイと
日臨技フォトサーベイの解説

専門 20

4月22日 熊本市 血液検査研究班研修会 未定 専門 20

4月24日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会 講演会
さまざまな口腔疾患 専門 20

4月24日 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会
仮　気になる検査データの見方シリーズ　基礎編
～採血の立場から～
～精度管理について～

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。
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