
平成25年度 第11回常務理事会 

日 時 ： 平成26年2月4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、池田、中潟    欠席者：徳永、寺本 
＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技（全国幹事会；H26.1.25 平成26事業案、精度保証施設拡大、検査と健康展）九州支部（九

州支部会議 H26.2.1 福岡、・学術部再編について・日臨技理事役員推薦について（大分佐藤、福岡西浦、長崎

丸田を推薦））その他（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・市民健康フェスの概要報告、技師連盟について；各県に連盟支部をおく、各支部はブロックとなる） 

 ２、各部報告 
  ・総務（松本）；会員動向（2/4現在1026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、県学会前日ゴルフコンペについて 

・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1/16 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。約 150 名参加。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制度検討。 
  ・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。助成金対象研修会はあと１つ  

・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47回熊本県医学検査学会・平成27年度総会（天草地区）企画会議を平成26年1月17日に実施。 
  学会長（平井義彦；天草地域医療センター）、実行委員長（福田浩喜；上天草総合病院）、学術部長（民本重一； 

天草中央総合病院）、事務局長（磯崎将博；天草地域医療センター）、経理部長（尾崎睦哉；牛深市民病院） 
４、移行法人研修会（H26.1.21 熊本県庁）出席；増永、中潟・年度終了3か月以内に報告書提出 
５、九州支部・学術合同会議（平成26年2月1日）出席；瀧口、増永、松本、田中 
６、日本プライマリケア学会 九州支部総会 平成26年2月1日 熊本森都心プラザ 出席；増永、松本、中潟 
７、第７回熊本県医療･保健･福祉連携学会 平成26年3月8日 熊本県民交流会館パレア 
８、第25回日本臨床化学会・第59回日本臨床検査医学会（3月15日）熊本市医師会館 出動依頼 
  ＊日臨技生涯教育の点数対象となるが自己申告による登録となる 
９、地区再編及び組織運営規程（理事選出区分）の見直し結論 
  菊池郡市・合志市・阿蘇郡市を熊本（県央）に含める。3月21日理事会で承認を得る。 
＜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 
  学会発表記録で、演者の所属間違い、共同演者の抜けが多いため、最初から確認。写真、表紙の文字などの検討も 

行う。2/8 13:30から熊臨技事務所で編集作業。 
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）  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 2/4現在11演題なので協

力をさらに推進。2 月末まで演題締切延長。ランチョンセミナー2 題→ 1 題に変更（Ａ＆Ｔ）することで総会時

間確保の予定。優秀演題表彰、参加者に地元の名品があたる抽選会実施。座長の推薦は県技師会学術部で行う。 
宿泊斡旋はしない（ホテル紹介のみ）、懇親会は笹之家ホテル。 

３、中潟順子常務理事の知事表彰祝賀会開催計画； 県からの決定通知を待って発起人会開催。 
開催予定日：平成26年3月21日（金） 会場ＫＫＲホテル熊本（17:00 理事会、19:00祝賀会） 

４、平成25年度第3回理事会 （3月21日、ＫＫＲホテル熊本 17:00～18:30） 
  議題；第46回熊本県学会の協力依頼、地区再編計画の説明・承認、熊臨技創立60周年・法人化25周年記念誌の

進捗状況、予算案・事業計画の承認 
５、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）を九州支部に連絡。 
６、その他 
 ・一般検査研究班ＨＰ充実について 基本的に了承ただし、学術部から各班に呼びかけてもらいその一つとする。 
 ・第64回日本医学検査学会 H27/5/14 福岡国際会議場（佐賀県担当）で熊本県から30題提出依頼。 
 ・熊本県研究班組織について→九州支部部門にあわせるか？（特に生理検査）、ｼﾃｨＦＭ出演者の検討 
次回会議：H26.3月11日（火）18：30～熊臨技事務所                        以上 



                                 平成２６年３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     

 

 

中潟順子氏の医事功労者県知事表彰祝賀会のご案内 

 

 

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、中潟順子氏（熊本回生会病院）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。 

 ご本人はもとより当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２６年３月２１日（金）１９：００～ 

 一、場  所 ： ＫＫＲホテル熊本（〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町３− ３１） 

 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 

３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 （一社）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  （日赤熊本健康管理センター）    

原田 精一 （化学及血清療法研究所） 

増永 純夫 （熊本中央病院）     

松永 まり子（熊本回生会病院） 

 松本 珠美 （熊本保健科学大学） 

                        

 

       



FAX 096-200-1221（熊臨技事務所） 行 

                                      

中潟順子氏の医事功労者県知事表彰祝賀会 

出席票 

 

                        平成２６年   月   日 

一、日  時 ： 平成２６年３月２１日（金）１９：００～ 

一、場  所 ： ＫＫＲホテル熊本  

          

   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 

 

 

                ＊３月１４ 日（金）迄に出席者をご連絡下さい。 

 



主催

後援

共催熊本県医療・保健・福祉団体協議会

熊本県、熊本市、熊本日日新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞、西日本新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、
テレビ熊本、熊本朝日放送、くまもと県民テレビ、エフエム熊本、FM791

熊本県プライマリ・ケア研究会、熊本地域リハビリテーション支援協議会

くまもとの医療・保健・福祉のネットワークくまもとの医療・保健・福祉のネットワーク
医療・保健・福祉連携学会医療・保健・福祉連携学会

2014年３月８日（土）12：45～18：002014年３月８日（土）12：45～18：00
鶴屋ホール　TEL096-327-3230鶴屋ホール　TEL096-327-3230
福田　稠（熊本県医療・保健・福祉団体協議会会長 / 熊本県医師会会長）福田　稠（熊本県医療・保健・福祉団体協議会会長 / 熊本県医師会会長）

※会員は熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体会員。
　非会員は構成団体会員以外の方です。
※当日受付にて、おつりのないようご協力ください。

参 加 費
会　員　2,000円　 
非会員　4,000円　　
学　生　1,000円

懇 親 会
大会終了後、18：15より懇親会を予定しております。
会場：鶴屋東館7階 サロン・ド・シャトー　　会費：5,000円

申 し 込 み
会員は各所属団体事務局。

TEL096－354－3838  FAX096－322－6429
締切り：平成26年２月28日（金）まで

注 意 事 項
◎会場の駐車場は有料となりますので、ご留意下さい。

お 問 い 合 わ せ
「第７回 熊本県医療・保健・福祉連携学会事務局」（熊本県医師会内）

TEL096-354-3838（担当：渡辺（和））

　◎市民公開講座はどなたでも無料で参加できます。

熊本市中央区手取本町８番１号  鶴屋東館７F熊本市中央区手取本町８番１号  鶴屋東館７F

～在宅医療・介護の連携　顔の見える関係を目指して～～在宅医療・介護の連携　顔の見える関係を目指して～

会　場

大会長

開催日

プ ロ グ ラ ム
12：00～
12：45～13：00
13：00～13：40

受　　付
開 会 式
基調講演

14：20～14：30休      憩

休      憩 16：40～17：00

17：00～18：00

分 科 会

分 科 会

討 論 会

18：00～閉 会 式

「地域包括ケアシステムの構築と在宅医療・介護連携の推進」
      　厚生労働省 老健局長　原　勝則 先生

「感染症に挑んだ３人の物語
　　～北里柴三郎・原田雪松・蟻田功一～」

熊本保健科学大学

市民公開
講　　座

学長　小野　友道 先生

14：30～15：35
医療技術連携部会
居宅支援連携部会・介護サービス連携部会
15：35～16：40
地域リハビリテーション連携部会
「在宅医療と介護保険における多職種の役割と連携」
 ～住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを目指して～

シンポジウム
（地域医療連携部会）

13：40～14：20

第７回 熊本県

非会員は「第7回 熊本県医療・保健・福祉連携学会事務局」（熊本県医師会内）まで。



参加申込み

（熊本県医師会）　FAX 096-322-6429参加申込先

参加者氏名

施　設　名

住　　　所
〒

職　種　名 所属団体名 懇　親　会

参　加　　不参加

℡（　　　　－　　　　－　　　　　）

（○をお付けください）

※熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体に所属の方は、所属団体名のご記入をお願いします。
　当日の受付は各所属団体で行います。

熊本県医師会・熊本県歯科医師会・熊本県薬剤師会・熊本県看護協会・熊本県老人保健施設協会・熊本県老人福祉施設協議会・熊本県助産師会・
熊本県栄養士会・熊本県放射線技師会・熊本県臨床検査技師会・熊本県歯科衛生士会・熊本県理学療法士協会・熊本県作業療法士会・
熊本県医療ソーシャルワーカー協会・熊本県歯科技工士会・熊本県臨床工学技士会・熊本県言語聴覚士会・熊本県介護福祉士会・熊本県社会福祉士会・
熊本県介護支援専門員協会・熊本県精神保健福祉士協会

熊本県、熊本市、熊本日日新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞、西日本新聞社、ＮＨＫ熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本朝日放送、
くまもと県民テレビ、エフエム熊本、ＦＭ７９１

[後　　援]

㈶熊本県ろう者福祉協会[協　　力]

熊本大学・熊本県立大学・熊本学園大学・九州ルーテル学院大学・熊本保健科学大学・九州看護福祉大学・崇城大学・尚絅大学・中九州短期大学・
熊本中央高等学校・有明高等学校・玉名女子高等学校・熊本総合医療リハビリテーション学院・西日本リハビリテーション学院・
九州中央リハビリテーション学院・メディカル･カレッジ青照館・熊本駅前看護リハビリテーション学院・熊本社会福祉専門学校・
熊本ＹＭＣＡ学院・熊本看護専門学校・熊本市医師会看護専門学校・国立病院機構熊本医療センター附属看護学校・上天草看護専門学校・
熊本労災看護専門学校・八代看護学校・天草市立本渡看護専門学校・熊本歯科衛生士専門学院・熊本歯科技術専門学校・熊本県社会福祉協議会・
熊本市社会福祉協議会・熊本県民生委員児童委員協議会・熊本県老人クラブ連合会・熊本市老人クラブ連合会・一般社団法人熊本全日病・
熊本県医療法人協会・㈳日本病院会熊本県支部・熊本県精神科協会・熊本県高次脳機能障害検討委員会

[協賛団体]

（順不同）

（順不同）

分　　　　科　　　　会

熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体は以下のとおりです

第７回熊本県医療・保健・福祉連携学会は、以下の団体の後援、協賛、協力をいただいております

医療技術連携部会医療技術連携部会 居宅支援連携部会・介護サービス連携部会居宅支援連携部会・介護サービス連携部会

地域リハビリテーション連携部会地域リハビリテーション連携部会

申し込みは平成26年２月28日（金曜）までにお願いします。

             　多職種における医療連携
「熊本県歯科医師会における病診連携の取り組みについて」
  牛島　　隆（熊本県歯科医師会）

「たまな在宅ネットワークの参加による
　　　　　　　 玉名郡市薬剤師会の在宅医療への取り組み」
  坂井　博則（熊本県薬剤師会）

「多職種で支える栄養ケア
　　　　～栄養サポートチーム(NST)の役割とこれから～」
  浦田　享子（熊本県栄養士会) 熊本市立熊本市民病院

「あまくさメディカルネットについて」
  緒方　隆昭（熊本県放射線技師会）天草郡市医師会立天草地域医療センター

「緩和ケアチームに参加して」
  新屋敷紀美代（熊本県臨床検査技師会）熊本第一病院

「呼吸器科領域における臨床工学技士の役割と展望」
  藤本　健吾（熊本県臨床工学技士会）

 認知症の母を支える家族からの報告
                     ～リハビリ、介護のコツ教えます～
「認知症の母を支える立場から」
  福本　厚子（熊本県歯科衛生士会）
「認知症患者への口腔支援のコツについて教えます」
  松本　信久（熊本県歯科医師会）
「認知症の母を支える家族からの報告
  ～お口から食べ続けるための口腔ケアのコツを教えます～」
  岩見　明美（熊本県歯科衛生士会）介護老人保健施設　愛・ライフ内牧
  大田　恵子（熊本県歯科衛生士会）大阿蘇病院
「食支援のコツ教えます」
  飯村　知己（熊本県言語聴覚士会）
「認知症の方の生活支援のコツについて」
  浦川　悦子（熊本県作業療法士会）
「高齢者施設における多職種協働による口腔機能向上の
　コツを教えます」
  三原　静代（熊本県老人福祉施設協議会）社会福祉法人菊寿会　特別養護老人ホーム矢筈荘

　     障害者総合支援法の現状と課題を考える
「障害者総合支援法に関する説明」
  橋本　　裕　熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課　課長補佐

「総合支援法に変わっての制度上の課題と提案」
  後藤　浩史　赤い華ヘルパーステーション　介護支援専門員



平成 26 年 2 月吉日 
臨床検査技師会会員 各位 

熊本県臨床検査技師会 
学術部長 徳永 英博 

                          熊本県細胞検査士会 
   会長 河野 公成 

 
子宮頸がん啓発街頭活動参加者募集のご案内 

 
謹啓 春寒の候、会員の皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

ご存知のように、今若い女性の子宮頸がんが急増しています。子宮頸がんの原因がヒトパ

ピローマ・ウイルス（HPV）の持続感染であることは、HPV ワクチンが認可され、中・高

校生を対象にした公費接種が始まったことで周知されるようになってきましたが、まだま

だ検診受診率は低く、特に２０代女性の検診率は５％程度です。子宮頸がんは予防可能な

がんで、検診を受診していれば前がん病変、ごく初期のがんの段階で発見されるため、子

宮を残すことができ、子供を産めなくなる悲劇を防げます。 
本年も、細胞検査士会では子宮の日（4 月 9 日）を中心とした子宮頸がん検診啓発活動を

全国規模で展開することになりました。つきましては熊本県臨床検査技師会ならびに熊本

県細胞検査士会におきましても下記のように予定しており、会員の皆様にも何卒ご協力賜

りますようお願い申し上げます。 
街頭活動に参加可能な会員の方は下記連絡先までご連絡お願い致します。                                 

謹白 
 

記 
 
１．日  時：平成 26 年４月 6 日(日)、13:00～16:00 
２．場  所：ゆめタウン 光の森店 
３．内  容：検診啓発のパンフレットなどの配布、相談コーナー開設 
４．募集人員：15 名 
５．締  切：平成 26 年 3 月 24 日(月) 

以上 
連絡先：〒862-8505 熊本市東区湖東１－１－６０ 
    熊本市民病院 病理診断科 河野公成 
    TEL：096-365-1711 （内線 1245） 
    FAX：096-365-1757 
    E-mail：kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 

mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


　平成26年4月～平成26年6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月日 場所 主   題 内    容 区分 点数

4月10日 熊本市 一般検査研究班研修会 異型細胞について 専門 20

4月19日 熊本市 輸血検査研究班研修会
血液センターからの報告～副作用と輸血情報を中心に～
輸血に関する臨床からの問い合わせ～Q&A～

専門 20

4月22日 熊本市 血液検査研究班研修会 維持血液透析患者の貧血管理について 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

5月22日 熊本市 病理･細胞検査研究班研修会
第１回　症例検討会
症例１
症例２

専門 20

5月27日 熊本市 血液検査研究班研修会 未定 専門 20

6月24日 熊本市 血液検査研究班研修会 未定 専門 20

6月26日 熊本市 病理･細胞検査研究班研修会 アメリカの細胞診事情 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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊臨技生涯教育委員会

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム
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