
平成 27年度第７回常務理事会 

日 時： 平成 27年 10月 13日（火）18:30 ～ 

場 所： 熊臨技事務所会議室（大窪 1丁目 6-3、TEL096-324-8477、FAX200-1221） 

出席者： 増永、池田、田中、松本、坂口、河野、福吉、川口、工藤、野中 

欠席者： 今田、鬼塚 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技関係（①検体採取指定講習会 九州 1444名（21.3％）日臨技全体 14327名（26.4％）

受講。今後の予定 H28.1/16-17（残１） 2/20-21（残 154）②先駆的チーム医療実践講習会 1月 10

日実施 都道府県より 1 名推薦予定（寺本技師） ③JCCLS 共用基準範囲普及についての依頼 ④組

織強化セミナー開催平成 28年 2月 20日希望を提出 ⑤技師連盟関連事項 ⑥ニューリーダー育成研

修会宿泊費負担（都道府県負担） 

九州支部（①第 50回九州支部学会 鹿児島 11/14-15  

熊本県関連（①院内感染対策講習会 11/6  ② 第 14 回日本健康・栄養システム学会九州地方会名

義後援 ③松本律男技師逝去による表彰推薦委員交替案 → 理事会へ ④九州糖尿病臨床検査研究

会 ⑤第 9 回熊本県医療・保健・福祉連携学会 学術単位をつけるための調査 ⑥熊本市栄養士会秋

季研修会案内 ⑦第６回熊本県医療人育成総合会議案内・回答  

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（10/13現在 1148名） 

   ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、 

   ・組織（河野）：ﾛｺﾞﾏｰｸについて 組織率アンケート調査用紙確認  

   ・渉法（鬼塚）：健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて 平成 27年度賛助会員 

   ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査（10/19資料配布 10/30ウェブ入力締切 H28.2/6解析報告会）  

   ・学術（今田）：部門長会議 くまもと医学検査論文募集 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録 

・経理（工藤）：通常経理報告、経費等の基準 

・特別事業（野中）：公益法人移行に伴う整備 

3、第 2回理事会 H27.10/24（土）14：30～15：30 熊大病院中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 

4、熊大病院中央検査部、輸血・細胞治療部 松井啓隆部長就任報告会・講習会 16：00～ 

  懇親会 18：30～ 山崎記念館 

5、 第 48回熊本県医学検査学会  担当 県央地区（熊本市） ；学会長 坂口 司理事  

実行委員長 川口 謙一理事 （案）日時 平成 28年 6月 5日（日） 場所 熊本保健科学大学 

   懇親会会場 KKRホテル 平成 28年 6月 4日（土） 

6、第 50回日臨技九州支部医学検査学会    H27.11/14（土）、15（日）城山観光ホテル（鹿児島市） 

7、日臨技九州支部会議 H27.11/13（金）鹿児島東急ＲＥＩホテル（鹿児島市） 15時～ 

  出席予定；増永、池田、田中、松本 

8、九州支部医学検査学会座長依頼について 木下まり技師（微）、上島さやか技師（管理） 

吉田健一技師（生理）、春田昭一技師（公衆衛生） 西村幸平技師（生理） 

9、 第 51回日臨技九州支部医学検査学会  H28.10/8（土）9（日）（佐賀市） 

10、「検査と健康展」実施について 11/29（日）ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 昨年と内容は同様 

11、熊本市民健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ H27.10/3(土)、4（日）熊本市体育館・青年会館 

  出動者 54名 来場者（超音波・心電図 139名 がん検診啓発 235名 血管年齢測定 982名 職業紹 

介・進路相談 14名） 

12、第 9回熊本県医療・保健・福祉連携学会 H28.2/14(日) 熊本テルサ 

13、平成 27年院内感染対策講習会 講習者受付 10/28締切 

14、その他 

 

＜協議事項＞ 

1、研究部門講習会の外部講師依頼と企業共催のルールについて：日臨技の生涯教育点数 OK、共催につい

てのルール整備を今後検討する。 

2、出動依頼文の行動費記載について；公益事業の依頼状には金額を入れる。 

3、宮島会長参院選出馬の推薦依頼および協力体制について 

4、「検査と健康展」実施とスタッフ募集について 

5、その他 

以上 

次回：平成 27年 11月 10日（火） １８：３０～ 熊臨技事務所 



平成 27 年 11 月吉日 
会員各位 

第 48回熊本県医学検査学会 

学会長    坂口 司  

実行委員長  川口 謙一 

学会学術部長 春田 昭一 

総務部長   古閑 公治 

経理部長   八尋真希子 

 

第 48回熊本県医学検査学会開催のご案内 

 

謹啓 時下 益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 私たちを取り巻く医療環境は超高齢化社会を迎えるにあたり、大きく変わろうとして

います。病院や診療所が医療の中心的な役割を担ってきていましたが、老人保健施設の

増加や療養型病床群、在宅医療の重要性が指摘されています。 
これまで臨床検査技師に課せられてきた、精度が保証された検査結果をより早く臨床

に提供することに加えて、チーム医療のなかで何が必要とされているのか、技師がそれ

ぞれの施設で何を提供していくのかを実行に移すことが求められてきています。特別講

演ではこのような環境で私たち検査技師に期待される役割や技師一人ひとりの意識改

革の重要性について講演して頂きます。                  謹白 
                        

 

記 

会 期：平成 28 年 6 月 5 日（日） 

会 場：熊本保健科学大学 

 

 

問い合わせ先 実行委員長 川口 謙一 

                                   熊本赤十字病院 検査部 

                           TEL: 096-384-2111 

                           E-mail: kensa@kumamoto-med.jrc.or.jp 



平成 27 年 11 月吉日 
会員各位 

第 48回熊本県医学検査学会 

学会長    坂口 司  

実行委員長  川口 謙一 

学会学術部長 春田 昭一 

 

第 48回熊本県医学検査学会演題募集のご案内 

 
第 48 回熊本県医学検査学会の一般演題の募集をいたします。これまでの研究成果や

貴重な症例等がありましたら、今学会にてご報告していただくようお願いいたします。    
演題のなかから優れた発表については優秀演題として表彰いたしますので多数のご

応募をお待ちしております。 
記 

 
一般演題募集要項 

 
1. 演題受付期間 

平成 27 年 11 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日 
 

2. 抄録受付期間 
平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日 

 
3. 抄録入力様式は熊臨技 HP をご覧下さい。 
 
4. 発表形式は全て液晶プロジェクターによる口演形式とします。スライドは、

Microsoft Windows PowerPoint 2007～で作成して下さい。 
 
5. 申し込み先 

学会学術部長 春田 昭一 
済生会熊本病院 中央検査部 
TEL：096-351-8000 内線 8241 
E-mail：shoichi-haruta@saiseikaikumamoto.jp 

※ 演題申し込みは E-mailでお願いします。 

件名は“県学会演題申し込み”とご記入下さい。 



平成 27 年 10 月吉日 
会員各位 

一社）熊本県臨床検査技師会 
会長 増永純夫 

 
平成 27 年度 全国「検査と健康展」スタッフ募集（お願い） 

 
 日臨技では検査業務に対する啓発を行うことを目的に、毎年 11 月を「臨床検査と健康・

普及啓発月間」と定め、平成 25 年度より、全国「検査と健康展」を都道府県技師会の協力

により全国展開しております。 
本年度も熊本県臨床検査技師会はこの事業に協力し、下記の通り検査と健康展を開催する

ことになりました。 
つきましては、スタッフを募集いたします。 
 皆様のご参加をお待ちしています。 
 
日     時：11 月 29 日（日）  9：00～16：00   
場 所（案） ： イオンモール熊本 （上益城郡嘉島町上島長池２２３２） 
募集人数   ： 10 名程度 
内    容 ：  

☆臨床検査啓発グッズ配布物（500部） 

       エコバックに“全国検査と健康展”のシールを貼り、日臨技から配布され

ている臨床検査に関するリーフレット・パンフレット・入れ配る。 
  ☆骨密度、血管年齢、体組成測定 

       いずれも１台ずつ。着衣のままで、一人３分程度で終わる内容となる。体

験コーナーとして設置するので健康診断は行わない。これらの機器に関連

する説明は行う。 
  ☆乳がんモデル触診体験 

       乳がんの触診モデル（２台）に触ってもらって堅さなどを体験してもらう。 
       自己検診のポスターを同時に掲示する。 
 
上記の業務を交替しながら担当します。初めての業務でもすぐに慣れていただけると思い

ます。 
昼食、交通費、行動費（いずれも熊臨技規程）を負担します。 
※ 出動者は生涯教育点数（公益活動）が賦与されます。 
※ 事前に機器の簡単な操作研修会を兼ねた配布資料準備会を実施します。（実施日未定） 
 



昨年度の状況 

 

申込方法 

下記の申込内容を FAX e-mail にて申込ください。  

締切 11 月 20 日 

 熊本保健科学大学 松本珠美 （総務担当） 

FAX 096-275-2169  matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp 

申込内容 

１．会員番号  ２．氏名  ３．連絡先（勤務先もしく日

中連絡がとれる電話番号） 
 
 

「昨年度参加して」 
昨年度、はじめてイオンモール熊本での開催となりました。（以前はゆめ

タウン光の森）沢山の家族連れの方に乳がんモデルを触ってもらい、健診

の重要性を訴えることができました。 
体組成測定も筋肉量が測定できるので、体重計のようなものにただ乗って

いただくだけなのですが、意外と好評でした。 
 



関係各位 
平成 27 年 10 月吉日  

日臨技九州支部 支部長  佐藤 元恭 
日臨技九州支部 学術部長 有村 義輝 
臨床微生物部門長     八幡 照幸 
実務担当         首藤 章弘 

 
九州支部卒後研修会（第 17 回臨床微生物部門研修会）のご案内 

 
謹啓 
会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 
この度、第 17 回臨床微生物部門研修会を下記の通り開催する運びとなりました。つきましては、各県会員 
皆様の多数の参加をお願い申し上げます。 

謹白 
記 

  
テーマ   「 微生物検査の基礎から最新の話題まで 」 
担当    （公社）大分県臨床検査技師会 
会期    平成 27 年 12 月 12 日（土）12 時 30 分～17 時 ，13 日（日）9 時～12 時 30 分 
会場    12 月 12 日（土） 大分大学医学部基礎実習棟（大分県由布市狭間町医大ヶ丘 1-1） 
      12 月 13 日（日） ホルトホール大分（大分県大分市金池南 1 丁目 5-1） 
参加資格  日本臨床衛生検査技師会会員 
募集人数  80 名（募集人数に達した時点で締め切ります） 
参加費   6.000 円  ※宿泊は各自で手配してください 
申込方法  日臨技ホームページより申込下さい 
      申込登録完了後、指定の振込先に参加料を入金して下さい 
振込先   口座名：微生物部門卒後研修会 代表 首藤章弘 
      豊和銀行 普通預金 店番 001 口座番号 1436517 
申込期間  平成 27 年 11 月 1 日（日） ～ 平成 27 年 12 月 1 日（火）まで 
入金締切  平成 27 年 12 月 4 日（金）まで 
問合せ先  大分赤十字病院  検査部  首藤 章弘 
      TEL :097-532-6181  E-mail : kensa2@oita-rc-hp.jp 
その他   下記①②の事項につきまして、事前に人数把握を行いたいと思いますので、施設名・ 

氏名・電話番号をお書きの上、メールで申込をお願い致します 
      ①意見交換会参加の有無（5,000～6.000 円程度で予定しています） 
      ②1 日目（12 月 12 日）終了後、ＪＲ大分駅までジャンボタクシー利用の有無 
      申込 E-mail :  kensa2@oita-rc-hp.jp 
 

注）  12 月 12 日（土）の実習では白衣と手袋（5 セット位）をご持参下さい。 
                                                                                     以上 

mailto:kensa2@oita-rc-hp.jp
mailto:kensa2@oita-rc-hp.jp


『 日臨技九州支部卒後研修会  第 17 回臨床微生物部門研修会 』 
テーマ ： 微生物検査の基礎から最新の話題まで 

 
 

目的 ：染色及び鏡検技術の向上と、微生物全般にわたる知識の向上 
開催日：平成 27 年 12 月 12 日（土），13 日（日） 
場所 ：12 月 12 日（土）大分大学医学部基礎実習棟（大分県由布市狭間町医大ヶ丘 1-1） 

            12 月 13 日（日）ホルトホール大分（大分県大分市金池南 1 丁目 5-1） 
 

内容 ： 
平成 27 年 12 月 12 日（土） 

受付                           12：30 ～ 13：00 
 
オリエンテーション                    13：00 ～  

 
実習（A から D のセクションに分かれ実習 ）          13：15 ～ 15：55（160 分） 

A、グラム染色実習（40 分） 
   B、グラム染色標本の鏡検実習（40 分） 
   C、試験管培地を使った同定実習（40 分） 
   D、寄生虫卵鏡検実習（40 分） 
 
休憩                           15：55 ～ 16：05 

 
講演 寄生虫卵鏡検実習の解説               16：05 ～ 16：55 

    講師：長吉 薫 技師 （臼杵コスモス病院） 
 

平成 27 年 12 月 13 日（日） 
    講演 グラム染色標本鏡検実習の解説            9：30 ～ 10：20 
       講師：永田 邦昭 技師 （公立玉名中央病院） 
 
    講演 高層培地を使った同定実習の解説           10：20 ～ 11：10 
       講師：正木 孝幸 技師 （熊本保健科学大学） 
 

休憩                           11：10 ～ 11：20  
 
    講演 耐性菌について － 最近の話題を中心に －      11：20 ～ 12：20 
       講師：長沢 光章 技師 （東北大学病院） 
       座長：八幡 照幸 技師 （沖縄県立中部病院） 
 

閉講式 終了証授与                    12：20 ～ 
 



平成 27年 11月吉日 

 

会員 各位 

一社）熊本県臨床検査技師会 

臨床微生物部門長、遺伝子部門長  

大隈 雅紀 

 

臨床微生物部門・遺伝子部門合同研修会  

スライドカンファランスのご案内 

拝啓 寒冷の候、会員各位にはますますご健勝のことと喜び申し上げます。 

さて、微生物分野・遺伝子分野を中心とした恒例のスライドカンファランスを下記

の通り開催します。 

今年 1年間、学会、研修会および研究会などで発表された演題報告（検討報告、症例

報告、レクチャーなど）、トピックス、そして元長崎大学病院検査部 副技師長の菅

原和行先生をお招きして特別講演を企画しました。 

ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様の多数の参加をお願いいたします。   

 

                     記 

日 時  ：平成 28年 1月 16日（土）13：30～17：00 （受付：13：00～） 

会 場  ：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 

プログラム： 

1．スライドカンファランス      座長：熊本保健科学大学 正木孝幸技師 

（学会、研修会報告など） 

※多数の演題を募集します。皆でディスカションしましょう! 

2．トピックス          座長：天草地域医療センター 磯崎将博技師 

①「イムノエースマイコプラズマ、POCTについて」 

講師：タウンズ（株）  木下裕士先生 

②「ＬＡＭＰ法の現状と将来」 副島隆浩先生 

講師：栄研化学（株）  副島隆浩先生 

 

3．特別講演          座長：熊本大学医学部附属病院 大隈雅紀技師 

『 簡単で、奥深い遺伝子検査の基礎をもう一度』－Beta-Lactamase を例として－ 

講師：株式会社菅原バイオテク教育研究所 菅原 和行先生  

 

※ 会終了後、新年会を開催いたします。参加ご希望の方は 12 月 25 日（金）迄に下記までご連

絡ください。  連絡先：熊本大学医学部附属病院医療技術部（臨床検査部門） 大隈雅紀 

Tel；096-373-5696 Mail；masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp  

mailto:masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp


                                平成 27年 11月吉日 

会員各位 
                                  総合管理部門 
                                  部門長 西村仁志 

総合管理部門研修会のご案内 

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。 
 総合管理部門は、他の各専門部門と違って、臨床検査技師の基本的資質向上を目指して

研修会等を企画運営していく計画をしています。今回の研修会では、チーム医療をテーマ

に、現場での取組みの現状や今後の展望などについて、皆様に少しでもためになる内容を

お話しして頂きます。 
ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様、多数の参加をお願い致します。 

謹白   
 

記 
 
【日  時】  平成 27年 11月 26日（木）  18:30～20:00 

 

【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  (非会員 3000円) 

 

【講    演】 『 済生会熊本病院でのチーム医療の取り組み 』 

          講師：坂口 司 技師  （済生会熊本病院） 

 

【会場案内】 

  
 
【連絡先】     熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 (TEL 096-373-5697)  

中央診療棟 3F 

（中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室） 



平成 27年 10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 
 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、『関節リウマチについて〜チーム医療〜』に関す

るデーマで、ディスカッションを開催いたします。各領域の先生にご意見を頂き、総合的

に考察できる内容にしたいと考えております。 

 ご多忙の折とは存じますが、会員,他職種の方々には多数の参加をお願いいたします 。 

記 

【日  時】  平成 27年 11月 28日 (土)  15:10～17:00 

【場  所】  熊本大学医学部 医学教育図書棟 3F 第 2 講義室 

【参 加 費】  会員、他職種 無料   (非会員 3000円) 

【講 演- 1】 『関節リウマチのチーム医療』 

       15：10〜15：40 「薬剤師の立場から」 森岡淳子先生 

         15：40〜16：40 「医師の立場から」  高岡宏和先生 

       16：40〜17：00 ディスカッション 

【会場案内】 

           

           
【連絡先】       陣内会 陣内病院 臨床検査部 井島 廣子 (TEL 096-363-0011)  

医学図書棟 3F

第 2講義室 



第 61 回日本臨床検査医学会 九州地方会 
第 27 回日本臨床化学会 九州支部総会 

合同開催のご案内 
 
 秋麗の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
平成 27 年度合同総会を下記のように開催いたします。 
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。 
 
会 期 平成 28 年 3 月 19 日（土）9:00 より（受付 8:30 より） 
会 場 長崎大学医学部 記念講堂・良順会館 

（長崎市坂本 1 丁目 12-4） 
総会長 栁原 克紀 （長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野） 
参加費 2000 円 
 
【一般演題申込み方法】 
演題名、筆頭演者及び共同演者名、所属、連絡先(メールアドレス)を 
平成 27 年 12 月 11 日（金）までにメールにてお申し込み下さい。 
 
【抄録提出要領】 
  ・タイトル（文字数制限なし） 
  ・所属（施設名及び部署名） 
  ・発表者名及び共同演者名 
  ・本文（1500 文字以内、但し A4 用紙 1 枚を限度とします。） 
  ・Microsoft Word にて作成して下さい。 
  ・意見交換会（会費 3000 円）への出欠をお知らせ下さい。 
 

メールにて合同総会事務局 鶴田 宛 ご送付下さい。    
抄録〆切は平成 28 年 1 月 8 日（金）とさせて頂きます。 

 
             申込先・問合せ： 合同総会事務局 

〒852-8501 長崎市坂本 1 丁目 7 番 1 号     
長崎大学病院 検査部 鶴田一人 

kazuto@nagasaki-u.ac.jp  TEL 095-819-7412 



平成 27 年度 第 4回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ [糖尿病の栄養管理] 

○ 開催期日 平成 27年 12月 6日（日） 

○ 開催場所 熊本県立大学（講義棟 2 号館・第 2 講義室） 
http：www.pu-kumamoto.ac.jp/site2010/other/kotsuaccess.html（交通アクセス） 

○ 参 加 費  2,000円（27年度会費納入者は 500円） 

○ 認定内容   1群（栄養士）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 55分） 

開会の辞 （8時 55分～9時 00分） 

 

 
午前の部   (9時 00分～12時 10分) 休憩 10分を含む 

 
《講演》 

『サルコペニアと糖尿病』 
   社会医療法人社団 熊本丸田会 熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科  

栄養管理部部長/NSTチェアマン 吉村芳弘 先生 

 

※※※※※※※※  昼食（12時 10分～13時 00分）※※※※※※※※ 

 

 
午後の部      (13時 00分～16時 10分) 

 
《講演１》（13時 00分～14時 30分） 

   『糖尿病の脂質管理』 
 

      熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 講師 松村 剛 先生 
 

 
《講演２》（14時 40分～16時 10分） 

   『糖尿病の塩分管理』 
        

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 副院長  水野雄二 先生 

 

連絡事項（16時 10分～16時 20分） 

 

閉会の辞 

 



 

  

《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、11月 25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   
                           熊本県臨床検査技師会天草地区 
                                地区理事 平井義彦 
                                     尾崎睦哉 
                                      公印略 
 

天草地区研修会のご案内（輸血部門） 
 

 

記 

 
日時： 平成 27 年 11 月 13 日(金) 18 時 30 分～ 
     
場所： 天草地域医療センター 検診センター 2 階会議室 
 
講演： 『新しい「赤血球型検査ガイドライン」と新しい「輸血副反応ガイド」について』 
 
講師： 島木 順一 先生 

（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社） 
担当： 天草地域医療センター 岩崎 晃史  

           TEL : 0969-24-4165   
Mail : labo@amed.jp 



会員各位                         平成 27 年 10 月吉日 
 臨床生理部門 

部門長 兼崎太輔 
 

～ 乳腺エコー勉強会のお知らせ ～ 
 

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喜び申し上げます。 
さて、臨床生理部門講習会を下記のごとく開催いたします。今回は乳腺に対して検査を行

う技師、そして診断する病理医のそれぞれの目線からお話しして頂く予定です。マンモグ

ラフィやエコー検査の基礎的な話から、組織から考える乳腺疾患まで幅広い内容となって

います。 
ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様の参加をお願いいたします。 

謹白 
  
 

記 
 
 
【日時】平成 27 年 12 月 5 日(土)  13：00～16：00(予定) 
【場所】熊本労災病院 5 階会議室     住所)熊本県八代市竹原町 1670 
【講師】 
・相良病院附属ブレストセンター 放射線技師  原口織歌技師 
・熊本労災病院 病理診断科 部長  栗脇一三医師 
 
【参加費】会員 無料 （非会員 3000 円） 
 
※事前登録制となっておりますので、平成 27 年 11 月 20 日(金)までにメールもしくはお電

話での登録をお願い致します。 
複数名参加される施設は代表者で構いません。定員になり次第受付を終了させていただ

きます。 
 
 
【連絡先】 
・熊本労災病院 生理検査室 0965-33-4151(内線)452  担当)渡邊友里恵、吉田健一 
・mail)k27242645@gmail.com 
注)必ず、お名前・所属先・参加人数を記載してください。 

以上 

mailto:k27242645@gmail.com


担当 渉外法規部 鬼塚東洋 
 

平成27年度熊本市民健康フェスティバル開催報告 
     日    時：平成27年10月3日（土），4日（日） 

     場    所：熊本市総合体育館 

     主 催 団 体：熊本市、熊本市保健協議会、熊本県医師会、熊本市医師会 

                  熊本市保健医療専門団体連合会、熊本日日新聞社 

 

本年度は昨年と変わり水前寺の体育館へ移動しての開催となりました。 

心電図・腹部超音波検査（事前予約各日75名）、がん検診啓発（女性部会:乳が

ん，病理部門:子宮がん）、血管年齢測定の各コーナーにて来場者の皆様に健康啓

発講座、検査の受験・体験をしていただきました。今年の新企画として、医専連

各団体職種別の「職業紹介・進路相談」コーナーを開設し、中学生高校生向けの

次世代の人材確保、医療業界の紹介に取り組みました。今回も大きなトラブルも

なくフェスティバルを終了することが出来ました。 

出動いただいた会員の皆様、機材提供いただいた各社にお礼申し上げます。 

【受検来場者数】 

 10月3日（土） 10月4日（日） 合計 

腹部超音波心電図※1 72 （116） 67 （104） 139 （220） 

がん検診啓発  ※2 85 （301） 150 （342） 235 （643） 

血管年齢測定 469 （505） 513 （492） 982 （997） 

職業紹介進路相談 4 （－） 10 （－） 14 （－） 

出動者     ※3 26 （40） 28 （40） 54 （80） 

 （ ）は昨年受検者数 

※ 1 腹部超音波と心電図は原則セット項目（各日予約75名、昨年まで120名） 

※ 2 女性部会と病理研究部門の合同 

※ 3 10/2（金）準備出動者5名 

 

機材協力各社 

 超音波装置  株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン 

        アイティーアイ株式会社 

        ＧＥ横河メディカルシステムズ株式会社 

        東芝メディカルシステムズ株式会社 

 心電計    フクダ電子西部南販売株式会社 

 血管年齢装置 ケミカル同仁 

 

 

 



今年の健康フェスティバル風景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

糖尿病予防フォーラム in 人吉球磨 参加報告 

 

10 月 18 日、「第 4 回とっておきの音楽祭 in ひとよし」が開催され、その一角で糖尿病予防フ

ォーラムが開催されました。 

 

例年、この糖尿病予防フォーラムでは医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士、理学療法士、

臨床検査技師、社会福祉士などの多職種の医療従事者と、保健所や市町村の福祉課、学校保健会が

集まり、いろいろな側面から糖尿病予防にアプローチしようという試みが行われています。 

 

当日、臨床検査技師会では簡易血糖測定器を

使用し、来場者の方に血糖値測定の体験をして

もらいました。穿刺器具を使い、実際に自分で

指を穿刺する時にはどの来場者も「怖い」「出来

ない」と躊躇されていましたが、実際に使用し

てみて「いつ刺したのかわからなかった」「全然

痛くなくて驚いた」という声を多く聞きました。 

 

当日は同会場と他近隣 4 ヵ所で音楽祭が行われていて、通りの一部が歩行者天国となり、各福祉

団体や地元商店街の出店も多数出店されていたことに加え、とてもいい天気でしたので、たくさん

の来場者の方に血糖値測定の体験をしていただくことができました。 

 

簡易血糖測定器を初めて目にする方も多く、その手軽さのようなものに感心されると同時に、自

分の血糖値を実際に測定することで「血糖値はどのくらいの値なら大丈夫なの？」「食後しばらく

してだとこんなに上がるのね」「前は治療していたけど、今は病院に行くのをやめてしまっていた

ので、また行くようにします」など、糖尿病に関心を持っていただけたようです。 

 人吉球磨のご当地ヒーローも血糖値測定に来られ

ました。 

 

蘇春堂 球磨病院 嶋原裕美 



　平成27年12月～平成28年2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
予定日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
12月1日 人吉市 県南地区研修会（人吉） 血液ガス② 検体検査 専門 20
12月5日 八代市 臨床生理部門研修会 乳腺エコー勉強会 生体検査 専門 20
1月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 移植について 検体検査 専門 20

1月16日 熊本市
臨床微生物部門・
　遺伝子部門合同研修会

１．スライドカンファランス
２．トピックス
　①イムノエースマイコプラズマ、POCTについて
　②ＬＡＭＰ法の現状と将来
３．特別講演
　「簡単で、奥深い遺伝子検査の基礎をもう一度
　 －Beta-Lacamaseを例として－」

検体検査 専門 20

1月26日 熊本市 臨床血液部門研修会 未定 検体検査 専門 20
1月28日 熊本市 病理細胞部門研修会 乳腺細胞診の見かた 検体検査 専門 20
2月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 メーカー勉強会 検体検査 専門 20
2月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 脳波勉強会 生体検査 専門 20

2月14日 熊本市 臨床一般部門研修会

臨床一般部門尿沈査研修会
　①尿定性＋尿沈渣の考え方
　②赤血球形態の鑑別
　③異型細胞の鑑別
　④鏡検実習に関するミニレクチャー
　⑤尿沈渣鏡検実習

検体検査 専門 20

2月18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⑤
　～こんな検査データがでたらどう考える？～

検体検査 専門 20

2月23日 熊本市 臨床血液部門研修会

症例検討会
　症例１
　症例２
　症例３

検体検査 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「生涯教育講座研修過程」プログラム

熊臨技生涯教育委員会
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