
平成26年度 第4回常務理事会 

日 時 ： 平成26年7月8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：増永、池田、田中、松本、坂口、河野、鬼塚、福吉、今田、川口、工藤    
欠席者：なし 

＜報告事項＞ 

 １、会長報告；医専連関係（理事会6/18）、日臨技・九州支部関係（・検査説明・相談ができる検査技師につ 

いて；参加費、研修会開催方法など・九州支部に事務代行費負担案、学術部問い合わせ先フローチャート、  

支部学術合同会議日程など）、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（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、60周年記念誌の発行、ﾌｧｲﾙﾒｰｶｰによる会員宛名管理について 

   ・組織（河野）： 組織率調査について 

   ・渉法（鬼塚）：熊本市民健康フェス、平成26年度賛助会員いついて（46社） 

   ・事業（福吉）： 第 2回熊本県精度保証セミナー7/12 熊保大 50周年記念会館、10月に精度管理調査を

予定、臨床検査講習会の早期計画を予定。 

   ・学術（今田）：第 7回学術講演会（心血管系の臨床検査）10/4熊大、部門長会議、くまもと医学検査投

稿呼びかけ準備 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録（6月末まで終了）、あじさいセミナー延期 

・経理（工藤）：通常経理報告、県学会前渡金100～150万円振り込み 

３、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 

   発起人会6月 27日実施。 

４、シティＦＭ健康サロン テーマ；感染症と検査 

  （6/18 森口美琴技師）、（6/25 溝上幸洋技師）、（7/16 永田邦昭技師） 

５、平成25年度決算公告及び法人提出書類の作成について、決算公告は技師会事務所玄関に掲示ずみ。 

  法人提出書類作成 6/6熊本中央病院にて実施。 

６、日臨技九州支部卒後教育研修会「第7回生物化学部門・遺伝子合同研修会」8/2,3 宮崎市 

７、「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための整備等に関する法律」の成立について 

  6/25 厚労省通達 臨床検査技師が検体を取り扱うことについての法律 

８、常務理事の引き継ぎについて；各部ほぼ終了 

９、第41回熊本県医学検査学会（天草地区について） H27.5/31実施予定（６月に変更できないか打診する） 

10、その他 

  ・60周年記念誌 7月 7日校正作業実施、あと２回ほど校正必要 

  ・研究班総合管理部門 会計通帳作成 

  ・新理事の登記は未了 

 

＜協議事項＞ 

１、熊臨技各委員会の委員選出について 

   各部からの案提出。最終データを総務まで提出。 

２、平成26年度全国検査と健康展  

11/8で日臨技に提出。詳細は後日修正して実施。 

３、日臨技研修会助成金について 

今年度は1件 5万×２０研修会方式を選択  

４、上野一誠氏叙勲祝賀会について 

５、名誉会員について 

   元熊臨技会長 梅橋豊蔵先生の推薦を検討 理事会の推薦後、総会承認の運びとなる。 

６、あじさいセミナーについて 

   8月 30日同仁堂ホール、 15:40～ 部門長常務理事紹介 14:00～理事会（5階会議室） 

７、特別事業部常務理事について 

   法人化書類の整理や保持（今後19年間は公益事業の継続が必要） 

８、その他 

   ・精度管理調査の申込宛先を現在の医師会事務局から熊臨技へできないか？（時間短縮のため）を検討  

   ・各月に実施している研修会の行動費支給について（各部門をそろえる） 

次回 ：８月12日（火）１８：３０～ 熊臨技事務所                     以上 



（一社）熊本県臨床検査技師会 

会    長 増永 純夫 

生涯教育部長 川口 謙一 

 

「あじさいセミナー２０１4」 のご案内（再掲載） 
 

 

謹啓、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。 

さて、熊本県臨床検査技師会ではあじさいセミナーを下記の通り開催致します。 

このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く 6月に開催しています。 

講演後はボウリング大会や懇親会も予定しております。 

今回は他の研修会と重なり、８月に延期になりました。深く、お詫び申し上げます。 

つきましては、新入会員、新卒・入会予定技師の方ばかりでなく、一般会員の皆様の 

参加をお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 

開催日 ：平成２６年８月３０日(土) １４：００～１６：００ 

 

会 場 ：同仁堂ホール スタジオライフ 

 

内 容 ：  

     13：30 受付 

14：00 オリエンテーション 

14：10 講演Ⅰ 接遇と医療安全 

           西山 明美（あきた病院） 

     15：00 休憩 

15：10 講演Ⅱ 個人情報保護について 

           西村 仁志（熊本大学医学部附属病院） 

15：40 部門長・常務理事紹介 

16：00 移動（スポルト/大劇ボウル 16：15集合） 

16：30 ボウリング大会（スポルト/大劇ボウル） 

18：00 懇親会（ひゃくしょう茶屋） 

 

会 費  新卒・入会予定者 

１０００円（セミナーのみ） 

２５００円（セミナー＋ボウリング＋懇親会） 

     一般会員 

４６００円（ボウリング＋懇親会） 

          ３０００円（懇親会のみ） 

申込締切：平成２６年８月１３日(金) 

申込方法：氏名、勤務先、連絡先（ＴＥＬ）、セミナー受講の有無、ボウリング参加の有無 

     懇親会参加の有無を明記の上、メールまたは Faxにて下記までお送りください。 

申 込 先：〒860-0008  

熊本市中央区二の丸１番５号 

     国立病院機構熊本医療センター 臨床検査科 

     中島 一樹    （TEL） 096-353-6501 （Fax）096-353-6510 

（mail）ketueki@kumamed.jp 

 

担  当：(一社)熊本県臨床検査技師会（生涯教育委員会） 

mailto:ketueki@kumamed.jp


会員各位                                                          平成 26年 7月吉日                        
一社）熊本県臨床検査技師会 

学術部長 今田 龍市 
実務担当 逢坂 珠美 

              熊本県臨床検査技師会 

平成 26 年度 学術部講演会のお知らせ 
謹啓 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。今年で第 7 回となります

学術部主催の講演会を下記の通り開催致します。今回は『心・血管系の臨床検査』をテーマに各研究

部門より分かり易く講演して頂きます。また、特別講演と致しまして熊本中央病院循環器科 宇宿弘

輝先生をお招きして循環器疾患に関する講演を賜ります。 
ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

 謹白 
記 

 
日 時 ： 平成 26 年 10 月 4 日（土）受付 12：30～ 

場 所 ： 熊本大学医学部付属病院 医学総合研究棟 3 階 講習室 
          テーマ ： 「心・血管系の臨床検査」 
（プログラム） 
開会の辞 13：00～13：10 

一般演題 

座長 国立病院機構 熊本医療センター 永田 雅博 

１）生物化学分析部門『心筋マーカーについて』        竹永 亜希子（熊本市民病院） 

２）臨床血液部門『血栓症における凝固・線溶検査』      野田 真衣（熊本中央病院） 

３）輸血細胞治療部門『心臓血管外科における大量輸血と緊急輸血の対応』     

   吉田 賢太（済生会熊本病院） 

休憩 14：25～14：35 

座長 熊本大学医学部附属病院 大隈 雅紀 

４）臨床微生物部門『感染性心内膜炎の微生物検査』  

   松下 久美子（天草地域医療センター） 

５）臨床生理部門『3D経食道心エコー検査の有用性について』   岩山 義雄（熊本中央病院） 

６）病理細胞部門『（仮題）心・血管系の病理検査』         浦川 将一（人吉医療センター） 

 

休憩 15：50～16：00 

特別講演  

       座長 くまもと森都総合病院 今田 龍市 

『循環器疾患における検査データの見方及び臨床的意義について』 

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 循環器科 宇宿 弘輝 先生 

閉会の辞 17：00～17：10 

 

 

問合せ先 熊本中央病院  逢坂 珠美  TEL  096-370-3111（1515） 



平成 26 年 7 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 増永 純夫 
組織部 河野 公成 

 

『部門対抗ボウリング大会および懇親会』のご案内 

初夏の候、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。

さて、学術部講演会に引き続き毎年恒例のボウリング大会および懇親会を下記のごと

く開催致します。今回も例年同様、各部門（1 チーム 4 名）による対抗戦と致します

ので、多数の方のご参加をお願い致します。 
記 

日 時：平成 26 年 10 月 4 日(土) 18:15 集合 18:30 スタート 
会 場：スポルト熊本（大劇ビル） 
懇親会：ひゃくしょう茶屋（熊本市中央区下通 1-4-9） TEL096-322-8423 
会 費：4,000 円程度（ボウリング・懇親会費込み） 
申込み：各部門長さんへご連絡下さい。 

（ボウリング・懇親会のどちらか一方でも構いません） 
締 切：平成 26 年 9 月 19 日(金) 
 
＜部門長＞ 
病理・細胞診検査   ：井上博幸 熊本労災病院      TEL 0965-33-4151 
一般検査       ：松岡拓也 熊本済生会病院     TEL 096-351-8000 
輸血検査       ：下川里美 熊本医療センター   TEL 096-353-6501 
血液検査       ：逢坂珠美 熊本中央病院        TEL 096-370-3111 
化学・免疫・総合管理 ：井島廣子 陣内病院      TEL 096-363-0011 
臨床生理検査     ：岩山義雄 熊本中央病院    TEL 096-370-3111 
微生物・遺伝子検査  ：大熊雅紀 熊大医学部附属病院 TEL 096-373-5696 

各部門長さんにお願い致します。お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、 
参加申し込みを取りまとめていただき、担当の河野までメールでご連絡をお願い致し

ます。なお、基本的には 1 部門 1 チームですが複数チームも認めます。ただし申し込

み多数の場合は調整をお願いする場合もございますので宜しくお願い致します。 
一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 組織部 
熊本市民病院 検査技術室 河野 公成 （TEL 096-365-1711 内線 1245） 
E-mail kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 



会員各位                             平成 26年 7月 

日本臨床化学会 

理事長 安東由喜雄 

日本臨床衛生検査技師会 

会 長 宮島 喜文 

 

 

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師の講習会について 

 

 

 「認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師」の認定組織を日本臨床化学会と日

本臨床衛生検査技師会が協力して、認定センターを立ち上げます。 

 平成２６年度に認定講習会と認定試験を予定しており、第１回の認定講習会は東京大

学での「第５４回日本臨床化学会年次学術集会」で開催されます。 

 

日時：平成 26年 9月 7日 13時 30分〜16時 30分 

場所：東京大学本郷キャンパス 〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 

特別企画：講習会「認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師制度構築に向けて」 

認定資格要件：日本臨床化学会と日本臨床衛生検査技師会の会員 

認定試験：平成 26年末に予定 

 



平成 26 年 7 月吉日 
日本救急検査技師認定機構 

代表理事 福田篤久 
 

平成 26 年日本救急検査技師認定機構主催  

第四回指定講習会（九州・沖縄）のご案内 
  
 日本救急検査技師認定機構（以下本機構）は、日本臨床救急医学会、生物試料分析科学会、

日本臨床検査同学院、体液・代謝管理研究会を協力団体としています。本機構は、統一した基

準の下に救急検査に関わる技術者の認定を行い、臨床現場に即した検査結果を迅速に提供し、

かつ安全性を担保する知識・技術を普及させることを目的としています。 
 本認定試験の受験資格の一つとして、全国六カ所で開催される指定講習会を最低 1 回受講（10
単位付与）していただくことを必須条件としています。 
 つきましては、下記の要領で「第四回指定講習会」を開催いたします。本機構の趣旨をご理解い

ただき、救急検査認定技師の資格取得を目指していただきますよう、ご案内申し上げます。 
 
    日   時 ： 平成 26 年 8 月 24 日（日） 9 時 55 分～16 時 30 分 
    場   所 ： 鹿児島県民交流センター  ４F 第研修室 
    申込締切 ： 平成 26 年 8 月 21 日 
    受 講 料 ： ￥5,000（事前振込） 
    申し込み  ： http://jomte.kenkyuukai.jp よりお申し込み下さい． 

                                      

 
＜ プログラム ＞ 

   
救急医療概論（救急医療における検査技師の役割） 
   （済生会熊本病院 救急総合診療センター 菊池 忠先生） 
救急検査総論（救急医療における検査の流れ） 
   （認定機構 福田篤久） 
血液ガス分析の基礎 
   （宮崎大学医学部附属病院検査部 守田政宣先生） 
症候としての呼吸困難とその初期診療（BLS を含む） 
   （鹿児島大学病院医療機材管理部 山口桂司先生） 
凝固線溶の基礎と肺塞栓症 
   （三州会大勝病院検査部 岡崎 智治先生） 
胸部画像診断（Ｘ線、CT） 
   （大阪府泉州救命救急センター 坂下恵治先生） 



平成 26 年度 第 2 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ [ 学ぼう！糖尿病患者を支える心と体の知識 ] 
 

     ○ 開催期日 平成 26 年 8 月 31 日（日） 
     ○ 開催場所 熊本県立大学（講義棟 2 号館・中講義室２） 

            http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2010/other/kotsuaccess.html（交通アクセス） 
     ○ 参 加 費 2,000 円 ( 26 年度会費納入者は 500 円 ) 
     ○ 認定内容  １群（看護師）２単位申請中 
             ２群（糖尿病療養指導）２単位申請中 

 
受  付 （8 時 30 分～8 時 45 分） 
開会の辞 （8 時 45 分～8 時 50 分） 

 
午前の部《講演》 

1.（8 時 50 分～10 時 30 分）（休憩 10 分含む） 
    演題『 糖尿病患者の生活・人生を支えるケアを考えよう 』（90 分） 

               ～患者と医療者のそれぞれの側面から～ 
         公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院（大阪市） 
         副看護部長  糖尿病看護認定看護師 中山 法子 先生 

 
2.（10 時 40 分～12 時 20 分）（休憩 10 分含む） 

演題『 糖尿病と認知症 』（90 分） 
   ～心療内科の立場から～ 

     鹿児島大学大学院   心身内科学 教授  乾 明夫 先生 
 

※※※※※※※ 昼食（12 時 20 分～12 時 50 分）※※※※※※※ 
◎昼食は、こちらで弁当を準備いたします。 

 
     午後の部《講演》 

3.（12 時 50 分～14 時 30 分）（休憩 10 分含む） 
      演題『 糖尿病とその合併症について 』（90 分） 
           出田会 呉服町診療所 院長 Dr.SanaiSato（佐藤 佐内 先生） 
 

4.（14 時 40 分～16 時 10 分） 
演題『 糖尿病と低血糖 』（90 分） 

日本大学医学部内科学系 糖尿病代謝内科学分野 教授 石原 寿光 先生 
 

  
連絡事項（１６時１０分～１６時１５分） 
閉会の辞 

企画責任者：本山詔誇 



 

  

平成 26 年度 第 2 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ：『 学ぼう！糖尿病患者を支える心と体の知識 』 

 

○ 開催期日 平成 26 年 8 月 31 日（日） 
○ 開催場所 熊本県立大学（講義棟 2 号館・中講義室２） 
       http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2010/other/kotsuaccess.html（交通アクセス） 

○ 参 加 費 2,000 円[ 26 年度会費納入者は 500 円 ] 
○ 認定内容  1 群（看護師）２単位申請中 

     2 群（糖尿病療養指導）２単位申請中 
※ 注意 当日は、弁当を準備しています。 

※ 注意 ＣＤＥＪの番号を控えてきてください。 

 

《研修会参加申し込み用紙》 

施   設   名 氏  名 電  話 

 
 

  

 
  下記の〔 〕内の該当する項目に○をつけてください。 

 
 １．熊本県糖尿病療養指導士会の会員の有無 〔 会員・非会員 〕 
  

２．糖尿病療養指導士の資格の有無     〔 ある・ない 〕 
  

３．研修会の単位希望について       〔 第 1 群・第２群・ない 〕 
  

４．あなたの職種について 
〔看護師・管理栄養士・栄養士・薬剤師・検査技師・理学療法士 
・その他（          ）〕 

※ 準備の都合上、8月 20日（水）までにご参加の申込みをお願いいたします。 

  下記あてに FAXにて送信してください。 

 〔この用紙に必要事項をご記入のうえ送信してください。送り状は不要です。〕 

 
 《送信先》宇城総合病院 野村千津子 宛て 

    ＦＡＸ 0964-32-3449 又は 0964-32-3112 
    ＴＥＬ 0964-32-3449 
  
 
 

宇城総合病院 栄養管理科 野村千津子 行き 



会員各位                            平成 26年 7月吉日 
 
                                  臨床血液部門 
                                部門長 逢坂珠美 
 

         臨床血液部門研修会（月例会）のお知らせ 

謹啓  
会員の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
9 月の月例会は毎年恒例でもありますが、九州医療センターの松本恵美子氏に“形態観察の

着眼点～末梢血液像・骨髄像を中心に”と題しましてレクチャーしていただきます。 
講演後は松本恵美子氏を囲んで懇親会を企画しておりますので、気軽にご参加ください。 
会員皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。         

謹白 
                     記 

 

日 時：平成 26 年 9 月 5 日（金）18：30～20：00 

    ※9 月の月例会は定例の第 4 火曜日ではありませんので  
ご注意ください！ 

場 所：熊本医療センター 研修ホール 

演 題：『形態観察の着眼点～末梢血液像・骨髄像を中心に』 

講 師：独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 副技師長 

松本恵美子 技師 
 
 
 

 ※講演会終了後、松本恵美子氏を囲んでの懇親会（20：45～場所未定）に参加ご希望の

方は下記にご連絡ください。 
（問い合わせ・連絡先） 熊本中央病院  逢坂 珠美 

                        Tel   096-370-3111(内線 1515) 
                        mail kensa@kumachu.gr.jp  
     ※懇親会申込みの方はタイトルに“松本恵美子氏懇親会申込み”と記載してください。 

mailto:kensa@kumachu.gr.jp


平成 26年 7月吉日 

会員各位 

                     臨床微生物部門 部門長   

大隈雅紀 

                     

微生物検査実習（基礎編）のご案内  

 拝啓、会員各位にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

この度、微生物検査に従事されている技師（初心者）、登録衛生検査所に従事されている技

師、担当はしていないけど興味がある技師の方々を対象として、下記の通り微生物検査実

習（基礎編）を行います。 

ご多忙の折とは存じますが、会員のご参加をお願いいたします。なお、実習準備がありま

すので、参加ご希望の方は問合せ先までご連絡下さい。 

（定員：約 20名 定員になり次第締め切りです）           敬具 

                                                   

                    記 

日時 : 2014年 9月 21日 (日曜日) 午前 9時 30分～午後 3時 

場所 : 熊本保健科学大学 1305実習室 

申込締切日：9月 12日（金） 

持参するの : 白衣、昼食、臨床材料、自施設で使用しているグラム染色液、 

予め作製した喀痰標本 2枚 

内容 

 １.講義（担当：熊本保健科学大学医学検査学科 正木孝幸教授） 

（1）概論、顕微鏡検査における塗抹標本の作製、グラム染色方法、分離培養検査（培地

の種類、塗布方法、釣菌方法）、同定検査、感受性試験（ディスク法、微量液体希釈

法） 

２.実習（担当：大隈技師、磯崎技師、山本技師、他） 

（1）顕微鏡検査－標本の作製(持参していただいた材料を用いて)、 

グラム染色法(持参していただいた染色液を用いて) 

（2）分離培養検査（培地への塗布、複数菌種からの目的菌の釣菌、運動性確認など） 

（3）感受性試験（ディスク法による感受性試験） 

 

※参加者には事前にアンケートを配布いたします。ご協力、お願いします。 

 

問合せ先：正木孝幸（096-275-2206、メールアドレス masaki.ta@kumamoto-hsu.ac.jp） 

共催 熊本県健康福祉部健康局医療政策課、熊本市保健所医療政策課 



平成26年9月～平成26年11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月 日 場 所 主  題 内  容 区分 点数

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5日 熊本市 臨床生理部門研修会
・急性膵炎とエコー 
・ソナゾイド造影エコーの基礎

専門 20

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17日 合志市 生物化学分析部門研修会 生化学の分析装置と試薬の基礎講座 専門 20

9月21日 熊本市 臨床微生物部門研修会 微生物検査実習（基礎編）  専門 20

9月25日 熊本市 生物化学分析部門研修会
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25日 熊本市 病理細胞部門研修会
第２回症例検討会
・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
症例検討会2
症例検討会3
認定輸血検査技師を受験して

専門 20

10月4日 熊本市
平成26年度　熊本県臨床検査
技師会　学術部講演会

・心筋マーカーについて
・血栓症における凝固・線溶検査
・心臓血管外科における大量輸血と緊急輸血の対応
・感染性心内膜炎の微生物検査
・３Ｄ経食道心エコー検査の有用性について
・心・血管系の病理検査
・循環器疾患における検査データの見方及び臨床的
意　　　　　　　　　　義について

専門 20

10月23日 熊本市 病理細胞部門研修会 病理検査技師の今後の役割（仮）  専門 20

10月28日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査のピットフォール  専門 20

11月12日 人吉市 人吉地区勉強会 未定

11月25日 熊本市 臨床血液部門研修会 未定

11月27日 熊本市 病理細胞部門研修会
第３回症例検討会 
症例１
症例2

専門 20

11月29日 熊本市 生物化学分析部門研修会
仮）腎疾患における検査情報提供 
仮）腎臓の検査とデータの見方について

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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