
平成26年度 第11回常務理事会 

日 時： 平成27年2月10日（火）18:30 ～21：30 

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、鬼塚、福吉、今田、川口、工藤、野中 

欠席者： なし 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技（全国幹事会1/24日臨技会館（出席；増永）ＪＡＭＴ技術教本作成計画（3年で 31巻予定）、 

精度管理試薬を和光に委託、定款変更（日臨技会員は都道府県会員の旨明記、総会議決 電磁的方法の導入を 

目指す）季刊誌ピペット八代亜紀インタビューを熊本県で実施、第64回日本医学検査学会進捗） 

九州支部（九州支部会議2/7、臨床微生物部門の研修会が2年間開催されていない→熊本県に実施打診、大分 

県法人化記念式典（2/22出席；増永）熊臨技関係（医専連理事会2/16（出席；増永）、肥後医育会評議員会 

3/11（出席；増永）知事表彰祝賀会、保健科学大学卒業式（出席；田中）、ロゴマーク登録商標について） 

 

 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（2/10現在1077名）、知事表彰会費訂正 

 ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、 

 ・組織（河野）：ﾛｺﾞﾏｰｸの決定（施設責任者会議時アンケート結果）、組織率の検討  

 ・渉法（鬼塚）：平成26年度賛助会員 平成27年度広告募集、健康フェス実施項目アンケートを計画中 

 ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査報告会（2/28）、精度保証講習会（3/17） 

 ・学術（今田）：くまもと医学検査論文募集（現在３題さらに増える予定）、組織部員の構成について、勉強会開催場 

所について、その他 

 ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録実施情報 

・経理（工藤）：通常経理報告、平成26年度決算、平成27年度予算に対する項目について 

・特別事業（野中）：公益法人移行に伴う整備 

3、施設責任者連絡会議 H27.1.25（日）熊本保健科学大学13:30～ 出席者92名 

4、医療保健福祉連携学会 H27.2.1（日）場所：熊本テルサ 井島廣子技師ﾊﾟﾈﾗｰとして参加 

5、日臨技九州支部会議 H27.2.7（土） 福岡市 八仙閣 15：00～ 出席；増永、池田、田中 

6、検体採取等厚労省指定講習会 H27.2.28～3.1 福岡市 ナースプラザ福岡 

6、平成26年度医事功労者知事表彰（原田精一前副会長） 表彰式3月11日（県庁） 

8、第64回日本医学検査学会（福岡市 佐賀県担当）H27.5/16（土）17（日） 

9、第47回熊本県医学検査学会（天草地区）について  

平成27年6月7日 本渡市民センターにて 抄録受付 2/28まで 

10、第50回日臨技九州支部医学検査学会  H27.11/14（土）、15（日）（鹿児島市） 

11、その他 

 

＜協議事項＞ 

1、平成27年度事業計画案について 

2、平成26年度 第4回理事会 平成27年3月14日（土）KKRホテル16：00～ 

  報告事項 会長報告、各部報告、第47回熊本県医学検査学会進捗状況 

  協議事項 平成27年度事業計画案  

3、原田 精一前副会長の県知事表彰祝賀会開催計画   発起人会 県からの決定通知（2月5日） 

開催日：平成26年3月14日18：30～、会場：KKRホテル熊本、会費：5000円→7000円の間違い 

4、熊臨技ロゴマーク決定について 

5、予算案の修正について（隈部会計事務所に相談し、資産漸減額を適宜確認する） 

6、その他 

  ①事務所員勤務体制の変更 ②部門員の複数兼任について ③勉強会開催場所の分散化 ④検査説明のできる検

査技師講習会 7月実施をめざす 

 

以上 

 



会員各位                       第 47 回熊本県医学検査学会 
                            学 会 長 平井 義彦 
                            実行委員長 福田 浩喜 
 

第 47 回熊本県医学検査学会 

宿泊案内 ＆ 懇親会参加申し込み（再） 
謹啓 
 梅花の候、会員の皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、ニュース版２月号にてご案内いたしました宿泊案内において、料金の変更があり

ましたので、改めてご案内申し上げます。また、下記以外にも宿泊施設は多数あります。

懇親会申込み時には必ず宿泊ホテル名をお知らせください。皆様の多数のご参加をお願い

申し上げます。 
謹白 

① 宿泊案内 各自でのご手配をお願いいたします。 

 
 
② 懇親会（会場：ホテル河丁 会費 6000 円 申込み締切日 ： 平成 27 年５月 8 日） 

天草天空マグロの解体ショー、ハイヤ総踊り、etc を計画しております。天草の新鮮な

魚を十分にご堪能ください。お申し込みは下記メールにてお申込みください。返信メー

ルが届かない場合はお電話にてお問い合わせください。 
申込み先：第 47 回熊本県医学検査学会 事務局 磯崎将博 
      ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：labo@amed.jp ℡：0969-24-4111 

ホテル名 宿泊費 電話　0969 　備考

4000円 シングル 懇親会会場のホテルです。ｼﾝｸﾞﾙ24室。

4000円/1人 ﾂｲﾝ 技師会のみ特別料金です。

街中です。工事中のため部屋は20室。

軽い朝食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付き。

天草ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 街中で一番新しいホテルです。

ｱﾈｯｸｽ

基本ツインですが、シングルでも宿泊可能の

場合もあります。

8800円 シングル 朝食付き。とても綺麗なホテルです。

7800円/1人 ﾂｲﾝ 宮沢りえも宿泊したことがあります。

広い和室です。

周富徳も宿泊したことがあります。

前回の天草の学会で利用したホテルです。

温泉も拡張しています。

ホテル河丁 23-7261

ｴｺﾎﾃﾙｱｼｽﾄ 5760円 シングル 33-7700 1ベットに2人で寝れば2975円/1人。

ﾎﾃﾙｻﾝﾛｰﾄﾞ 6300円 シングル 24-1100 街中です。飲みに出るのに便利。

天草ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 6000円 シングル 23-5511

シングル6200円 23-3000

天草ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 5300/1人 ﾂｲﾝ 22-0100

親和荘　海心 22-3653

天草ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 8000円 ﾂｲﾝ 22-5136

ﾂｲﾝﾎﾃﾙｱﾚｸﾞﾘｱ 10500円/1人 22-3161

mailto:labo@amed.jp


平成 26 年度臨床検査講習会開催案内 

 
謹啓、早春の侯会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

熊本県医師会では、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等の方々を対象に臨床

検査に関する知識および情報を共有する「臨床検査講習会」を開催しています。 
本年度の臨床検査講習会は、「患者サービスと検査品質向上の取り組み」をテーマ

とし、下記の日程で実施致します。 
年度末のご多忙の折とは存じますが、貴施設より多数ご参加下さいますようお願

い申し上げます。 
 

謹白 
 

記 
 

 
日時：平成 27 年 3 月 17 日（火） 18 時 30 分～20 時 30 分 
 
場所：熊本大学医学部附属病院 山﨑記念館１階研修ホール 
 
テーマ：「患者サービスと検査品質向上の取り組み」について 
 
演者：①患者待ち時間、TAT 短縮への取り組み 
     西村仁志 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 
    
   ②チーム医療への参画～糖尿病教室での検査技師の役割 

井島慶子 陣内病院 検査室 
 
   ③生理検査技師の育成 
     松元香緒里  済生会熊本病院 中央検査部 
 

 
 

お問い合わせ 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 
福吉葉子 

Tel：096-373-5817 



平成 27 年 3 月吉日 
臨床検査技師会会員 各位 

熊本県臨床検査技師会 
会長 増永 純夫 

                          熊本県細胞検査士会 
   会長 河野 公成 

 
子宮頸がん啓発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。 
子宮頸がんはヒトパピローマ・ウイルス（HPV）の感染が原因であることが周知され、

予防できる唯一のがんであるといわれています。こまめに検診を受けて、がんになる前の

病変を発見し治療すれば、命を落とすことも子供を産めなくなることもまずありません。

つまり、子宮頸がんを防ぐには、検診を受けて早期発見に心がけることが重要だというこ

とです。特にこれから子どもを産む若い世代に子宮頸がんが増加しているにも関わらず、

特に２０代女性の検診受診率は５％程度です。 
これを踏まえて、今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。 
啓発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 27 年４月 12 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、顕微鏡による細胞像提示 
４．募集人員：15 名 
５．締  切：平成 27 年 3 月 27 日(金) 

以上 
連絡先：〒861-8520 
    熊本市東区長嶺南２丁目１番１号 
    熊本赤十字病院 病理診断科 大塚 幸二 
    TEL ; 096-384-2111（内 6380） 

mail ； k.ohtsuka@kumamoto-med.jrc.or.jp 

mailto:k.ohtsuka@kumamoto-med.jrc.or.jp


第 14 回 医療関連感染対策フォーラム in 八代 
－日本医師会生涯教育講座 5単位－ 

 
謹啓 時下、皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、琉球大学医学部附属病院 仲宗根勇先生をお招きし、下記の通り医療関連感染

対策フォーラムの開催を予定致しております。 

ご多忙とは存じますが、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 27年 3月 6日（金） 18:45～20:30  

場 所：やつしろハーモニーホール 2F 市民ホール 

熊本県八代市新町 4番 1号 TEL 0956-53-0033 

   

 

【話題提供】ブドウ球菌食中毒に関する話題提供           18:45～19:00 

       澤浦 芳樹 先生（日水製薬 診断薬 産業試薬営業部 福岡エリア） 

 

【教育演題】司会：安道 誠 先生（熊本労災病院 第二呼吸器内科部長・感染制御部長） 

19:00～19:30 

「救急受診と誤嚥性肺炎」 
伊藤 清隆 先生（熊本労災病院 副院長） 

 

 

【特別講演】座長：伊藤 清隆 先生（熊本労災病院 副院長） 

19:30～20:30 

「ブドウ球菌/ＭＲＳＡについて（仮）」 
仲宗根 勇 先生（琉球大学医学部附属病院 検査部 技師長） 

 

 
総合司会：安道 誠 先生（熊本労災病院 第二呼吸器内科部長・感染制御部長） 

 

 
共催 熊本労災病院 

八代市医師会 

八代郡医師会 

一般社団法人 八代薬剤師会 

熊本県臨床検査技師会（県南地区） 

日水製薬株式会社 

（順不同） 



平成27年2月17日 

 

会員各位 

                         熊本県臨床検査技師会  
                             天草地区理事 

平井義彦                                   

尾崎睦哉                                      

公印略  

 

天草地区研修会（生理検査）のご案内 
 
謹啓 
向春の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、平成 26 年度天草地区研修会生理検査部門のご案内を申し上げます。 
今回は検査からは少し離れますが、安全な患者の移動、移送について実演を含

めて講演していただく予定です。 
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い

申し上げます。 
謹白 

 

記 

日 時：平成 27 年 03 月 06 日（金） 18:30～ 

場 所：天草地域医療センター 2F 会議室  

講 演：「患者の移動、移送について」 

講 師： 小西 友誠  先生 

（上天草市立上天草総合病院 リハビリセンター主任 作業療法士） 
 

担 当：天草地区生理検査部門 上天草総合病院検査室 木下博登 
 

ご不明な点がございましたら上天草総合病院検査室 木下まで連絡お願い致しす。 

 

連絡先    tel：0969-62-1121 (内線 129) 
          Mail：(kensa@cityhosp-kamiamakusa.jp) 

 

mailto:kensa@cityhosp-kamiamakusa.jp


平成 26 年度 第 4回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ [糖尿病療養指導を豊かにするための様々なアプローチ] 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 平素より、当会の事業活動に対しましては、ご理解賜り厚く感謝申し上げます。 
さて、先般お送りした平成 26 年度第 4 回熊本県糖尿病療養指導研修会案内に関し、当会諸事情により

当日及び年度内での開催が出来なくなりました。このこと深くお詫び申し上げます。 
つきましては、日程変更、総会追加等含めまして下記及び別紙のとおり開催いたします。 
お忙しい折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

○ 開催期日 平成 27年 4月 12日（日） 

○ 開催場所 熊本大学 医学部 総合研究棟 ３Ｆ 
熊本市中央区本荘 1丁目１番１号 TEL:096-344-2111 

○ 参 加 費  2,000円（26年度会費納入者は 500円） 

○ 認定内容 2群（糖尿病療養指導）2単位申請中 

○ 共催   ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

受  付 （8時 30分～8時 50分） 

開会の辞 （8時 50分） 

 

午前の部  (8時 50 分～12 時 50 分) 
《グループワーク》（8時 50分～12時 50分）（休憩 30分を含む） 

   『チーム医療で実践する体系的血糖測定』 

      西田 健朗 先生   

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 内分泌代謝内科 部長 

 

※※※※※※※※  昼食（12時 50分～13時 20分）※※※※※※※※ 

 

午後の部      (13 時 20 分～16時 10分) 
《講演１》（13時 20分～14時 30分）（休憩 10分含む） 

   『糖尿病と向き合うための安全な食生活をするための工夫』 

村岡 まき子 先生 

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 栄養科 科長 

 

《特別講演２》（14時 40分～16時 10分）（休憩 10分含む） 

   『糖尿病療養を豊かにするための臨床心理的アプローチ』 

      髙橋 直美 先生   熊本大学保健センター 臨床心理士 

 

連絡事項（16時 10分～16時 15分） 

閉会の辞 

総  会 （16時 15分～16時 30分） 

tel:096-344-2111


 

            宇城総合病院 栄養管理科 野村千津子 行き 
 

本会員で総会に出席できない人は、本枠内に委任状として記名、捺印をお願いします。 

総会委任状≪H27年 4月 12日（日）16 時 15分から（研修会に引き続き）開催≫ 

H27年度総会に出席できないので            に委任します。 

 

施設名          職種         氏名         印 

 

平成 26年度 第 4 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ『糖尿病療養指導を豊かにするための様々なアプローチ』 

＜平成 27 年 4月 12日（日）開催＞ 
※ 注意 当日は、熊本県糖尿病療養指導士会にて弁当を準備しています。 

※ 注意 CDEJの番号を控えて来てください。 

《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○を付けてください。 

 

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 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、4月 6日（月）までにご参加の申し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 

 

 



熊本大学 医学部 総合研究棟のご案内 

 

 



                                 平成２７年２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 

総務部 松本珠美     

 

 

原田精一氏の医事功労者県知事表彰祝賀会 会費訂正について 

 

 

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、先日ご案内いたしました 原田精一氏の祝賀会につきまして、会費の表記間違い 

がございました。大変申し訳ありません。参加のご予定の皆様にご迷惑をおかけいたしま

すが、何卒よろしくお願いいたします。 

                                      敬白 

 

  

記 

 
3月 14日（土）ＫＫＲホテル熊本 原田精一氏知事表彰受賞祝賀会 

 

会費   誤）５０００円 → 正）７０００円 

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  

 

 

 



月　日 場　所 主　題 内　容 区分 点数

4月9日 熊本市 臨床一般部門研修会
尿定性検査について
熊臨技尿沈渣フォトサーベイ解説

専門 20

4月23日 熊本市 病理細胞部門研修会
遺伝子検査の現状と将来
　～がん領域における体細胞遺伝子検査を中心に～

専門 20

4月23日 熊本市 生物化学分析部門研修会 検体の取扱い、生化学機器の反応過程の見方・考え方 専門 20

4月28日 熊本市 臨床血液部門研修会
血球計数の基礎
熊本県精度管理調査血液形態フォトサーベイ解説

専門 20

5月9日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会

血液型検査・交差適合試験の基礎（ケーススタディを交えて）
　～新人・当直者必見～
　①血液型検査・交差適合試験の基礎（仮）
　②ケーススタディ及び解説（仮）

専門 20

5月14日 熊本市 臨床一般部門研修会 未定 専門 20
5月23日 熊本市 臨床微生物部門・遺伝子部門研修会 熊本県院内感染対策研究会 専門 20

5月26日 熊本市 臨床血液部門研修会

こんなときどうする？異常値に遭遇した時（血球計数編）
　①RBC・Hb異常低値に遭遇した時
　②PLTの異常低値に遭遇した時
　③末梢血液像で芽球出現に遭遇した時

専門 20

5月28日 熊本市 病理細胞部門研修会 第１回症例検討会 専門 20
5月29日 熊本市 臨床生理部門研修会 心臓エコー基礎 専門 20
6月11日 熊本市 臨床一般部門研修会 異型細胞について（仮） 専門 20

6月23日 熊本市 臨床血液部門研修会
症例から学ぶ貧血
　①貧血～その１
　②貧血～その２

専門 20

6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

           ＊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　平成27年4月～平成27年6月

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム
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