平成 25 年度 第 12 回常務理事会
日 時 ： 平成 26 年 3 月 11 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、徳永、中潟
欠席者：寺本
＜報告事項＞
１、会長報告；日臨技（日臨技会長選挙結果、次年度検査と健康展について、九州支部会議平成 26 年度第 1 回日程
案 6/21） その他（シティＦＭ出演者について、熊保大卒業式、入学式出席予定者について）
２、各部報告
・総務（松本）
；会員動向（3/10 現在 1024 名）
、
・広報（山本）
；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、発送ラベルはファイルメーカーpro で作成。ソフト購入を希望。
・組織（坂口）
；地区再編案について、県学会前日ゴルフコンペ（ニュース版４、5 月で案内）について。
・渉法（田中）
；広告募集を１月から開始（3/10 現在 13 社）賛助会員募集を 3 月末に実施。
・事業（池田）
；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。
、第７回学術講演会テーマ検討中。
・学術（徳永）
；くまもと医学検査論文募集（5 編+医学検査 1 編）
・生涯教育（増永）
；生涯教育研修会参加登録状況（2 月末まで終了）
。
・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７回熊本県医・保・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
医療技術分科会 演者；新屋敷紀美代（熊本第一病院） 参加者；中潟、坂口、増永
４、平成 25 年度医事功労者知事表彰（中潟順子常務理事） 表彰式 3 月 24 日（県庁）
５、日臨技平成 26・27 年度会長選挙結果 宮島喜文現会長の無投票当選
６、診療報酬改定に伴う説明会 平成 26 年 3 月 29 日 日臨技会館
７、上野一誠氏の叙勲推薦について
８、その他
＜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、最初からやりなおす。原稿が一通りそろったの
で寺本理事が印刷会社と打ち合わせる。 今後の予定
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 演題 22 題あり。
ランチョンセミナー1 題に変更（Ａ＆Ｔ）予約制とする方向で検討。優秀演題表彰（３題）
、参加者に地元の名品
があたる抽選会実施（一般来場者への対応は今後検討）
。ピンクリボン活動、ゴルフコンペを開催。
３、中潟順子常務理事の知事表彰祝賀会開催計画；
発起人会 県からの決定通知（2/17）後に 3/13 開催 （熊本中央病院）
、開催予定日：平成 26 年 3 月 21 日（金）
会場ＫＫＲホテル（会費 7000 円）
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）
報告：各部報告、第 46 回熊本県医学検査学会の進捗状況、記念誌の進捗状況
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、予算案の承認、次年度事業計画案の承認
５、全国検査と健康展の公益事業としての申請 → 県に提出した法人事業申請項目の変更に当たる可能性があるため、
平成 26 年度は公益事業としての申請は実施しない。
６、平成 26 年度熊本シティＦＭの出演者について（6/18,6/25,7/16）
テーマ（感染症と検査）
出演者 ３名候補あり
７、第 50 回九州支部学会；平成 27 年 11/14～15（鹿児島県担当） 50 回の記念学会にあたり、各県に企画案の
相談あり
８、その他
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会員各位
第46回熊本県医学検査学会
学会長 三牧司佳
副学会長 西原幸治
実行委員長

原田浩邦

第46回 熊本県医学検査学会のご案内
謹啓

時下

益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

皆様のご協力により予定数の演題も集まり誠にありがとうございます。
さて、学会当日は、演題発表以外に九州大学の島添先生による学術講演、藤原先生によ
る文化講演、県技師会総会、ランチョンセミナー等を開催し、前日は懇親会及びゴルフコ
ンペを計画しております。
なお、今回新企画として、菊池の名産品等が多数当たる参加会員向けの「お楽しみ抽選」
を行います。多数の参加をお待ち致しております。
つきましては、特別講演の内容や前日のゴルフ大会及び懇親会等についての進捗状況は、
随時、Ｗeb上の「第46回熊本県医学検査学会」に掲載致しておりますので、熊本県臨床検
査技師会ホームペ－ジをご覧下さい。

謹白
記
１．学会開催日

平成２６年６月８日（日）

２．会

菊池市文化会館

場

３. 特別講演（学術講演：市民公開講座）
「健康、そして病気の治療について考えてみよう！」
―東洋古典医学にみる共存の哲学―
講師：九州大学 准教授 薬学研究院 臨床薬学部門
島添

隆雄 先生

４．特別講演（文化講演：市民公開講座）
「懐かしい未来を求めて～虫の目で感じる街角、鳥の目で知る世界遺産」
講師：九州大学 教授 芸術情報設計学科芸術文化論講座
藤原

恵洋 先生

５．ランチョンセミナー
検査システムとクラウドについて（仮題）
講師：エイアンドティ社
６．懇親会・レクリエーション
期日 平成２６年６月７日（土）（学会前日）
懇親会場

菊池笹乃家

レクリエーション

ゴルフコンペ

懇親会及びランチョンセミナーの申し込みについて
懇親会
１．開催日

学会前日：平成２６年６月７日（土）

18：30より

２．会

場

菊池笹乃家（ホテル）住所：菊池市隈府1090-1 TEL：0968-25-4000

３．会

費

5,000円

懇親会参加者で、菊池笹乃家に宿泊される場合は7,000円（通常8,000円）です
※宿泊予約時に受付係にお伝え下さい。

ランチョンセミナー
１．開催日

平成２６年６月８日（日）

２．会

場

菊池市文化会館（小ホ－ル）

３．内

容

検査システムとクラウドについて（仮題）
講師：エイアンドティ社

＜申込み方法＞
施設ごとに、会員番号・氏名と、懇親会ならびにランチョンセミナー参加の有無を記
入し、下記までE-mailまたはFaxにて申し込みをお願いします。
ランチョンセミナー参加者（先着150名）には昼食を準備します。参加予定の方は必
ずランチョンセミナーの申し込みをお願いします。
学会当日、受付時に事前込みをされた方に整理券を配布します。
＜締め切り＞

平成26年5月23日（金）

締め切り日以降の問合せ等は下記までお願いします。
(締め切り後問合せ先)
(Tel)0968-23-7555

菊池郡市医師会立病院

(Fax)0968-24-5746

【申し込み先】5月23日(金)締め切り

臨床検査科

黒田、光永

(E-mail)00_kensa@kikuchi-med.or.jp
熊本県臨床検査技師会 事務所（平井様）
E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp

Fax：096-200-1221
施設名（
会員番号

）
氏名

※宿泊については各自で予約をお願いします。

懇親会参加

ランチョンセミ

○記入

ナー参加○記入

平成 26 年 4 月 1 日

会員・賛助会員各位

組織部 坂口 司
世話人 菊池郡市医師会立病院 黒田 真文

第 46 回熊本県医学検査学会ゴルフコンペのご案内
春暖の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
熊本県医学検査学会を菊池で開催するにあたり、会員および賛助会員の皆様方
との親睦をより深めて頂くために、恒例となりましたゴルフコンペを開催いた
します。今年は参加賞として、思い出に残る菊池らしい品を準備中です（過度
の期待はしないでください）。多数の参加をお待ちしております。日時、ゴルフ
場は下記の通りです。
記
1. 日時

平成 26 年 6 月 7 日（土）
スタート時間 ： 8 時 59 分
終了予定時間 ：15 時 50 分（予定）
6 組（24 名）予定
※スタート 30 分前には受付をお済まし下さい
2. 場所
菊池カントリークラブ
TEL 0968-27-1121
3. 会費
3000 円
4. プレー代 約 9,000 円（食事付、セルフ）

参加申し込みは 5 月 16 日(金)までに e-メールでお申し込み下さい。
済生会熊本病院 中央検査部
坂口 司
e-メール tsukasa-sakaguchi@saiseikaikumamoto.jp
お申し込みは次の内容をお知らせ下さい。
①
②
③

お名前
ご所属
ご連絡先

交通案内

所在地・連絡先

菊池カントリ－クラブ
菊池市大字原字木落４９９３―１
TEL ０９６８―２７―１１２１
窓口担当 大塚さん
アクセス方法
植木 IC を出て国道３号線を山鹿方面へ。高速をくぐり豊田交差点を右折、菊池市街に向
かい国道 387 号線に入る。菊池市内を抜けて 387 号線を続けて走行、右側の水源駐在所の
先を左折（菊池 CC、菊池少年自然の家の看板あり）。植木 IC より約 25ｋｍ 35 分。

平成 26 年 3 月吉日
会員各位
生物化学分析部門
部門長 井島 廣子

生物化学分析部門（化学･免疫･情報研究班）研修会のご案内
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。
この度、生物化学分析部門においては、検査データをテーマに研修会を開催することに
なりました。
今回の研修会は、検査技師 2 名による採血がデータに与える影響などに関する注意点や
検査科から他セクションに向けての新人教育などについて、現場の貴重なお話をお願いし
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願いいたします 。
謹白
記
【日

時】 平成 26 年 4 月 24 日 (木)

【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

18:30～20:00

(非会員 3000 円)

【講 演- 1】 『 採血の臨床検査値に影響を及ぼす因子とは 』～採血について～
講師：大脇 久美子 技師 （ 熊本機能病院 ）
【講 演- 2】 『 採血とリスクマネジメント 』～新人教育について～
講師：権藤 幸千代 技師 （ 済生会熊本病院 ）
【会場案内】
外来診療棟 3F

（中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室）

【連絡先】

陣内会

陣内病院 臨床検査部 井島 廣子 (TEL 096-363-0011)

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム
熊臨技生涯教育委員会

平成26年5月～平成26年7月
月日

場所

主 題

内 容

区分 点数

5月2日

熊本市 画像生理検査研究班研修会

心エコーの基礎

専門

20

5月8日

熊本市 一般検査研究班研修会

尿沈渣（血球・上皮細胞について）

専門

20

5月17日

熊本市 熊本県院内感染対策研究会

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

専門

20

5月24日

熊本市 輸血検査研究班研修会

新人必見!!輸血検査初級講座
・血液型の基礎
・検査手技
・こんな時あなたならどうする？（事例紹介）

専門

20

5月27日

熊本市 血液検査研究班研修会

血球計数のピットフォール～データの見方を中心に～ 専門

20

6月8日

菊池市 熊本県医学検査学会

6月12日

熊本市 一般検査研究班研修会

未定（前編）

専門

20

6月19日

熊本市 神経機能生理研究班研修会

心電図講習会『不整脈』

専門

20

6月24日

熊本市 血液検査研究班研修会

知っておきたい血液形態検査の基礎知識

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

6月28日

熊本市 輸血検査研究班研修会

新人必見!!輸血検査初級講座
・不規則抗体・クロスマッチ（基礎編・実技編）
・こんな時あなたならどうする？（事例紹介）

専門

20

専門

20

症例検討会

７月/８月 熊本市 輸血検査研究班研修会

実技講習会

7月12日

熊本市 一般検査研究班研修会

未定（後編）

7月19日

熊本市 微生物・公衆衛生研究班研修会 第４回BVスコア講習会

専門

20

7月22日

熊本市 血液検査研究班研修会

専門

20

7月24日

仮 気になる検査データの見方シリーズ
熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会 ～症例１～
～症例２～

専門

20

7月24日

熊本市 生理検査研究班研修会

専門

20

形態研究会
症例前編

スパイロメトリー『当院ではこうやってます！』

＊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。

