
平成２６年度 第 1 回理事会 

日 時： 平成２６年５月１０日（土）14:00～15:30 

場 所： 熊本城桜の馬場 城彩苑内 総合観光案内所内貸室（多目的交流室） 

     （熊本市中央区二の丸１−１４ TEL 096-322-5060） 

１、開会；瀧口会長が議長として開会宣言  

２、出席者確認（資格審査）；総務より出席者（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、中潟、石橋、山平、三牧、鬼塚東、鬼塚寛、矢野、 

川口、古閑、西山、徳永好、小田和、安原、山田、小田和、平井、尾崎、上原  

欠席（委任状）：田中、池田、徳永英、寺本、渡邉、室原、工藤、上田 

定足数１／２（１６名）以上の出席・委任状により理事会成立を確認 

３、会長（議長）挨拶 

４、議事 

＜報告事項＞ 

 １）会長報告；医専連関係、県医師会関係、日臨技・九州支部関係、熊臨技関係 

 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、60 周年記念誌の発行 

   ・組織（坂口）：ゴルフコンペ 6 組、組織率調査を検討 

   ・渉法（田中）：平成 26 年度賛助会員（現在 26 社）、広告募集（16 社） 

   ・事業（池田）： 熊本県精度保証セミナー 7/12（土）熊本大学 

   ・学術（徳永）：第 7 回学術講演会（心血管系の臨床検査）、班長会議、「くまもと医学検査」印刷中 

   ・生涯教育（増永）：生涯教育研修会等の開催・参加登録 あじさいセミナー6/28（土）予定 

・経理（中潟）：会計監査終了の報告、 

・特別事業（寺本）：熊臨技創立 60 周年・法人化 25 周年記念誌発行計画  

初校の確認 5 月 12 日予定（表紙と題字の再検討、発行予定日の確認等） 

３）会計監査（4 月 29 日）熊臨技事務所 14：00～17：00 

   指摘事項：学術奨励賞・会長賞の賞金受け渡しに際して、受領証を作成する 

４）上野一誠氏の叙勲（4 月 29 日） 瑞宝双光章 祝賀会予定 7 月 19 日 ホテル日航熊本 

５）日臨技総会（5 月 24 日）議決権行使書の回収依頼（委託費＝回収数×50 円）熊臨技は直接送付とする 

６）日臨技生涯教育助成金：1 研修会につき定額 2 万円および参加者一人あたり 500 円最大 5 万円に変更 

７）第 46 回熊本県医学検査学会の進捗状況について 

会期：平成 26 年 6 月 8 日（日）  会場：菊池文化会館  学会長（三牧司佳理事） 

８）その他 

   小崎繁昭 元日臨技会長を囲む会 5/10 16:00～ 

 

＜協議事項＞ 

１）平成 26 年度総会について（第 46 回熊本県医学検査学会時開催） 

    協議：平成 25 年度事業報告について、平成 25 年度決算報告について→特に意見なく了承 

２）表彰推薦委員会開催結果について 

学術奨励賞（中間里美）、会長賞（山崎 卓）、永年職務精励者表彰 25 名、基準の見直しが課題 

３）総会役員候補について 

議長）松岡卓也技師；済生会熊本病院、書記）野中喜久技師；熊保大、（後日連絡）；熊本大学 

資格審査）岡崎孝憲技師；日赤健管、今田龍市技師；くまもと森都 

４）旅費・交通費に支給基準の修正案について→資料に基づいて了承 

５）研究班の編成について（前渡金との関係）→今年度より編成が少し変更となるので、編成の内容により 

                      前渡金を渡す 

６）都道府県技師会主催「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」開催について→3 年間で１割育成

が目標 熊臨技では総合管理部門が企画 

 ７）平成 26 年・27 年度熊臨技 理事監事案について（役員推薦委員長から提出）→特に意見なく了承 

 ８）その他→なし 

５．閉会                                           以上 



平成26年度 第２回常務理事会 

日 時 ： 平成26年5月7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、松本、山本、坂口、田中、池田、徳永、中潟、寺本    
欠席者：増永 

＜報告事項＞ 

 １、会長報告；医専連関係、県医師会関係、日臨技・九州支部関係、熊臨技関係 

 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、60周年記念誌の発行 

   ・組織（坂口）：ゴルフコンペ6組、組織率調査を検討 

   ・渉法（田中）：平成26年度賛助会員（現在25社）、広告募集（16社） 

   ・事業（池田）： 熊本県精度保証セミナー（6～7月）7/12 熊大 →※会議後 熊保大へ変更との連絡 

   ・学術（徳永）：第7回学術講演会（心血管系の臨床検査）、班長会議、くまもと医学検査印刷開始 

   ・生涯教育（増永）：生涯教育研修会等の開催・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周年記念誌発行計画→現在初校の段階 

３、会計監査（4月 29日）熊臨技事務所 14：00～17：00 

   指摘事項：学術奨励賞・会長賞の賞金受け渡しに際して、受領証を作成する 

４、上野一誠氏の叙勲（4月 29日） 瑞宝双光章 祝賀会予定 7月 19日 ホテル日航熊本 

５、日臨技総会（5月 24日）議決権行使書の回収依頼（委託費＝回収数×50円） 

６、日臨技生涯教育助成金：1研修会につき定額2万円および参加者一人あたり500円最大5万円に変更 

  →※ 会議後日臨技からの連絡で助成について２通りの方法を今年度は選択できるとのこと。 

７、その他 

 

＜協議事項＞ 

１、熊臨技創立60周年・法人化25周年記念誌の進捗状況 

寺本理事が印刷会社と打ち合わせを行う（4/28～5/2の間で初校できる） 

今後の予定（校正、表紙と題字の再検討、発行予定日の確認等）→初校を5/12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  会場：菊池文化会館  学会長（三牧司佳理事） 

懇親会案内はニュース版4月号に掲載、 抄録は5月中旬に印刷完了予定 

座長は決定し、連絡済み。優秀演題賞は３演題に授与予定 

３、平成26年度第 1回理事会 平成 26年 5月10日 14：00～15：30 

熊本城桜の馬場 城彩苑内 総合観光案内所内貸室（多目的交流室） 

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 

    協議：平成25年度事業報告について、平成25年度決算報告について 

       学術奨励賞・会長賞・永年職務精励者表彰推薦案について 

    ※小崎繁昭元会長を囲む会 

４、表彰推薦委員会開催結果について 

学術奨励賞（中間里美）、会長賞（山崎 卓）、永年職務精励者表彰25名、基準の見直しが課題 

５、総会役員候補について（未確定の書記、資格審査を決定する） 

  議長（松岡拓也）、書記（保健科学大学）（熊本大学）、資格審査（岡崎孝憲）（今田龍市） 

６、旅費・交通費に支給基準の修正案について 

７、研究班の編成について（特に生理研究班と前渡金との関係） 

 ８、新卒者は技師会入会を1年間猶予することを明文化してほしい（上原監事提案）→日臨技と同時の会費徴

収であること。その他理由で不可とする。 

 ９、都道府県技師会主催「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」開催について 

    3年間で一割育成が目標（熊本県では総合管理部門が中心となって企画？） 

 10、その他 

   ・日臨技標準化全国会議 5/11 池田理事参加 
 
次回 新役員による常務理事会 6/10（火） 18:30～ 熊臨技事務所    

以上 



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 

 

（一社）熊本県臨床検査技師会 表彰 各賞受賞者のご紹介  

 

 

 当会では毎年県学会時に開催する定期総会において熊臨技表彰を行っております。 

２５年度は下記の方々が表彰されることになりました。 

 各賞の推薦理由等は平成２６年度定期総会においてご紹介いたします。受賞されまし

た方々には心よりお祝いを申し上げます。また、当会に対するご協力に対しても感謝申

し上げます。 

 今後とも引き続きご活躍されますことをお祈り致します。 

 

記 

１．学術奨励賞 

     中間 里美氏（天草中央総合病院） 

 

２．会長賞 

     山崎 卓氏（熊本赤十字病院） 

 

３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略） 

     

黒田　和代 田上病院
橋本　理恵 菊陽病院
野村　稚加子 宇城総合病院
中村　佳子 城南病院
米澤　新也 熊本市民病院
西村　優子 くわみず病院
松永　竜子 熊本赤十字病院
梅田　千秋 南部中央病院
田口　博規 熊本県総合保健センター
工藤　圭子 自宅会員
上村　弘子 熊本大学医学部附属病院
浜田　幸生 日赤熊本健康管理センター
清田　藤美 桜十字八代病院
久野　稔之 国立病院機構菊池病院
池田　祐治 和水町立病院
鎌田　由美 熊本総合病院
山本　喜久子 日赤熊本健康管理センター
田添　仁 熊本総合病院
中嶋　泰代 御幸病院
天久　真理 くわみず病院
中山　尚子 熊本労災病院
坂本　康弘 熊本赤十字病院病理部
古田　恵子 武蔵ケ丘病院
井上　あかね 熊本市医師会検査センター
内野　美奈子 熊本市医師会検査センター  

 以上      



平成 26 年 6 月吉日 
 
 
会員各位 
 

（一社）熊本県臨床検査技師会 
 会長 瀧口 巌 

 
 

（一社）熊本県臨床検査技師会名誉会員 上野一誠先生叙勲の 
お知らせ及び祝賀会のご案内 

 
 
この度、当会名誉会員の上野一誠先生（元熊本県臨床衛生検査技師会会長 元日本臨床衛

生検査技師会 副会長）が永年の衛生検査業務に対する貢献により、平成 26 年度春の叙勲

（瑞宝双光章）を受けられました。このことはご本人はもちろん、当技師会におきましても

たいへん名誉あることです。 
 つきましては、技師会主催による祝賀会開催を下記の如く企画致しましたので、ご案内申

し上げます。 
  
 

記 
 
 
一、 日 時：平成２６年７月１９日（土） １８：００～ 
 
一、 場 所：ホテル日航熊本 （熊本市中央区上通２－１ 096-211-1111） 
 
一、 会 費：１０，０００円（記念品代込） 
 
一、 申込先；熊本県臨床検査技師会 事務所宛（〒860-0083 熊本市大窪１－６－３） 

    ＴＥＬ/ＦＡＸ 096-324-8477 e-mail; kumaringi@tos.bbiq.jp 
参加される方のお名前、ご連絡先（ご自宅住所か勤務先施設名）、連絡先電話番号を 
メールまたはＦＡＸで熊臨技事務局までお送りください。 
 

一、 申込締切；平成２６年６月２７日（金）まで 
    

以上 
 



 

 

（一社）熊本県臨床検査技師会 

会    長 瀧口  巌 

生涯教育部長 増永 純夫 

 

 

 

 

あじさいセミナー２０１4 延期のお知らせ 
 

 

 

 

 

 

ニュース版 5月号で案内していましたあじさいセミナー2014 は、輸血検査研修会と 

日程が重なっていたため延期とさせていただきます。 
なお、開催期日はまだ決まっていませんが、８月頃を予定しています。 
皆様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 
 

 

 

 

 

 

 

 
担 当 ：(一社)熊本県臨床検査技師会 生涯教育委員会 



平成 26 年 6 月 1 日 

関係各位 

熊本県臨床検査技師会会長 滝口 巌 

 

第 2 回熊本県精度保証研修会の御案内 

 

謹啓 向暑の候、会員の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、熊本県の標準化事業も、生化学検査データを中心とした統一化を目指した「標準

化」に続き、各検査部門の精力的な活動が定着しつつあります。今年も、昨年から始まっ

た臨床検査の精度維持管理と併せて、臨床検査全分野の精度保証へと進めるための「精度

保証研修会」を開催いたします。 

今回の研修会は下記日程で計画をしております。今回の特別講演は、血液検査の標準化

や精度管理について活躍されている、坂場幸治先生に講演して頂きます。また、昨年同様、

各部門よりわかりやすい講演を予定していますので、皆様のご参加をよろしくお願いいた

します。 

謹白 
記 

 
１． 期 日：平成 26 年 7 月 12 日（土）13:00～17:30 

２． 会 場：熊本保健科学大学 50 周年記念館 

３． 主 催：熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会、 

４． 参加費：1,000 円 

５． プログラム 

●熊本県精度保証委員会事業報告：熊大附属病院 西村仁志 

「県精度管理調査での施設評価と日臨技施設認証制度の取得について」 

「ドライケミストリー施設の精度保証について」 

●精度管理調査からみる問題点克服セミナー 

1) 臨床微生物部門：天草地域医療センター 磯崎将博 

「グラム染色の見方と考え方」 

2) 臨床一般部門：済生会熊本病院 松岡拓也 

        「すぐにできる尿試験紙検査～正しい方法と注意点～」 

3) 生物化学分析部門：熊大附属病院 山内露子 

「内部精度管理の基礎と実践〜みなさん精度管理をどうやっていますか？～」 

4) 生物化学分析部門：陣内病院 井島廣子 

「ＰＯＣＴの実践法！～運用から管理まで～」 

5) 輸血細胞治療部門：人吉総合病院 堀川朝子 

「輸血検査に必要な試薬について知ろう!!」 

6) 臨床血液部門：熊本中央病院 逢坂珠美 

「血液塗抹標本作成の基礎知識～華麗な染色を行っていますか？～」 

   ●特別講演 「血液検査分野の標準化は可能か？」 

     ㈱ﾋﾟｰｼｰｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ病理・細胞診センター   坂場幸治 先生 

        （元防衛医科大学校病院 検査部技師長） 

６．問合せ先：熊大附属病院中央検査部 西村仁志  Tel：096-373-5700        以上 



平成 26 年 5 月 13 日 

会員各位 

一般社団法人熊本県臨床検査技師会 

輸血細胞治療部門 

部門長 下川里美 

 

平成 26 年度輸血実技講習会初級者コースのご案内 

 

 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。平成 26 年度輸血実技講習会初

級者コースを下記のごとく開催しますのでご案内致します。新人や新たに輸血検査に携わる方、検査手技

を再確認したい方等の参加をお待ちしています。参加希望者は下記の【申込要領】をご参照の上、E-Mail

で申込みをお願いします。募集人数は 40 名とします。（定員になり次第、申込みを締め切らせていただき

ます） 

尚、当日は実技を行いますので、白衣、マジック、筆記用具、タイマー、はさみを必ずご持参下さい。 

 

記 
 

日 時 ： 平成 26 年 7 月 27 日（日） 9：30～16：30（受付 9：00 開始） 

場 所 ： 熊本保健科学大学 1305 実習室、1301 講義室 

会 費 ： 【技師会会員】 3000 円    【技師会非会員】 6000 円 

昼 食 ： 希望者はお弁当を準備します。受付時に別途、600 円を徴収致します。 

 

申込み連絡先  熊本中央病院 病理研究科 紫垣まどか 

        E-Mail  byouri@kumachu.gr.jp 

        連絡先  096-370-3111  内線（1527） 

 

【申込要領】E-Mail でお申込みの際は、件名に「輸血実技講習会」、本文に「施設名」「所属」「受講者氏

名」「技師会番号」「施設連絡先（内線も含む）」「お弁当の有無」を記載して下さい。技師会番号がない方

は、「入会予定」「未入会」などの区別を記載して下さい。送信後、1 週間経っても返信が来ない場合は、

お手数ですが上記連絡先の紫垣までご連絡下さい。 

 

内 容 ： 9：00～ 9：30 受付 

      9：30～10：30 講義（血液型、不規則抗体、クロスマッチ） 

      10：30～12：00 実技（凝集の見方、血液型検査） 

      13：00～15：30 実技（不規則抗体、クロスマッチ、カラム凝集法） 

      15：30～16：30 解説 

 

お問合せ    国立病院機構熊本医療センター 臨床検査科 下川里美 

        連絡先  096-353-6501  内線（3310） 

以上 



熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム

　平成26年7月～平成26年9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊臨技生涯教育委員会

月  日 場  所 主      題 内             容 区分 点数

7月未定 玉名市 第１回城北地区研修会 未定

7月未定 天草市 第３回　天草地区研修会 遺伝子

7月10日 熊本市 臨床一般部門研修会 未定（後編） 専門 20

7月16日 県央地区勉強会 あなたにも，うつ病が隠れているかもしれません 専門 20

7月19日 熊本市 臨床微生物部門研修会 第４回BVスコア講習会 専門 20

7月22日 熊本市 臨床血液部門研修会 症例検討会 専門 20

7月24日 熊本市 生物化学分析部門研修会
仮　気になる検査データの見方シリーズ　症例前編
～症例１～
～症例２～

専門 20

7月24日 熊本市 臨床生理部門研修会 スパイロメトリー『当院ではこうやってます！』 専門 20

7月27日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 H26年度輸血実技講習会初級者コース 専門 20

8月未定 天草市 第４回天草地区研修会 一般検査

9月5日 熊本市 臨床血液部門研修会 骨髄像の見方・考え方 専門 20

9月10日 人吉市 人吉地区勉強会 未定

9月11日 熊本市 臨床一般部門研修会 寄生虫について 専門 20

9月12日 熊本市 臨床生理部門研修会 腹部エコー基礎 専門 20

9月20日 熊本市 臨床微生物部門研修会 微生物講・遺伝子講習会（実技含む） 専門 20

9月25日 熊本市 病理細胞部門研修会 第２回症例検討会 専門 20

9月25日 熊本市 生物化学分析部門研修会
仮　気になる検査データの見方シリーズ　症例後編
～症例１～
～症例２～

専門 20

9月27日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会

症例検討会１
　　　　　２
　　　　　３
認定輸血検査技師を受験して

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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