
平成２６年度 第４回理事会 

 

日 時： 平成 26年 12月 3日 

場 所： 書面会議 

議決行使者： 増永 純夫、松本 珠美、坂口 司、田中 信次、池田 勝義、石橋 浩三、永田 邦昭、 

渡邊 正綱、三牧 司佳、工藤 圭子、川口 謙一、徳永 好美、古閑 公治、小田和健一、 

尾崎 睦哉、外口 憲一郎、鬼塚 東洋、平井 義彦、今田 龍市、田上 さやか、 

山田 聡子、阪本 裕子、福吉 葉子、河野 公成、外園 宗徳、荒木 克巳、立山 敏広、

野中 喜久、岡崎 孝憲、田上 圭二、上原 正信、上田 和夫 

 

＜協議事項＞ 

 

平成 26年度 熊本県医事・薬事・健康づくり功労者及び優良団体等知事表彰候補者に熊本県臨床検査技師

会 前副会長 原田精一氏を推薦する件について 

 

【決議方法】 

 別紙の FAX用紙（書面議決用紙）で 12月 10日（水）まで賛否を返答。締切までに返答がない場合には賛

成票として取り扱う。 

 

【結果】 

 すべて賛成。原田氏を推薦した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 26 年度 第 5 回理事会 

日 時： 平成 27年 3月 14日（土）16:00～18：00 

場 所： ＫＫＲホテル熊本  （熊本市中央区千葉城町３−３１ 096-355-0121） 

出席者：増永 純夫、田中 信次、松本 珠美、坂口 司、河野 公成、鬼塚 東洋、福吉 葉子、 

永田 邦昭、今田 龍市、川口 謙一、工藤 圭子、野中 喜久、永田 邦昭、古閑 公治、 

平井 義彦、阪本 裕子、外園 宗徳、荒木 克巳、＜監事＞上原 正信、上田 和夫 

欠席（委任状提出あり）：池田 勝義、石橋 浩三、渡邊 正綱、三牧 司佳、徳永 好美、山田 聡子、 

小田和健一、尾崎 睦哉、外口 憲一郎、田上 さやか、立山 敏広、田上 圭二、岡崎 孝憲  

 

＜報告事項＞ 

 

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

  

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 

   ・組織（河野）：ロゴマークの決定、組織率調査を検討 

   ・渉法（鬼塚）：平成 27年度賛助会員、平成 27年度広告募集（近く募集開始） 

   ・事業（福吉）： 熊本県精度管理調査、会長選出方法の調査、精度管理調査 

   ・学術（今田）：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、 

・特別事業（野中）：公益法人移行に伴う整備 

 

３．県知事表彰（原田精一前副会長）祝賀会 3/14（土）18：30～ ＫＫＲホテル熊本 会費：7000円 

 

４．第 47回熊本県医学検査学会（天草地区担当  本渡市民センター 6/7 演題数 29題） 

   ・3月中に抄録集原稿を整備したいので、総会議案書の早期準備をお願いしたい。市長挨拶を予定して

いる。近日中に学会長が挨拶に出向くのでその後、公文書での依頼を行う。 

５．第 50回日臨技九州支部医学検査学会（鹿児島市 11/14-15） 

 

６．第 64回日本医学検査学会（佐賀県担当 福岡市 5/16-17） 

 

 ７．その他 

 

 

＜協議事項＞ 

 

１．平成 27年度事業計画案及び予算案について；承認がえられた。 

 

２．熊臨技ロゴマークについて；施設連絡協議会で一次選考後、常務理事会で二次選考を行い、今回の理事

会で最終決定を行った。 

 

３．その他 

  ・シティ FM出演者推薦依頼  ・技師連盟情報の県内への伝達協力依頼 

以上 

 

 

 

 



平成26年度 第12回常務理事会 

 

日 時： 平成27年3月10日（火）18:30 ～21：00 

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、田中、松本、坂口、河野、鬼塚、福吉、今田、川口、工藤、野中 

欠席者： 池田 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技（H27総会 5/23、医療法施行規則の一部を改正する省令（案）に関する意見の募集について） 

   九州支部（臨床微生物部門卒後研修会開催が大分県に決定）、熊本県（医専連理事会 2/16 出席；増永、 

   熊本市民健康フェス10/3,4 熊本市総合体育館・青年会館へ変更、シティFM健康サロン6/3,6/24、H28/1.20、 

   大型コンベンションセンター建設について市長への陳情2/18増永、熊本県医学検査学会宮島日臨技会長来熊、 

   知事表彰祝賀会）その他（日本禁煙学会名義後援依頼） 

 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（3月現在1077名）、九州支部一般演題募集 

   ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、（1128部発送）、 

   ・組織（河野）：ﾛｺﾞﾏｰｸの決定（理事会提出その後商標登録を予定）、組織率の検討  

   ・渉法（鬼塚）：平成27年度賛助会員 平成27年度広告募集 

   ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査（資料準備行動費の算定） 会長選出方法の調査 

   ・学術（今田）：くまもと医学検査論文募集（現在５題）、 

   ・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、 

・特別事業（野中）：公益法人移行に伴う整備、事務所廃棄物品の処理について 

3、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 予算案 

4、原田 精一前副会長の県知事表彰祝賀会開催計画（3月14日18：30～、会場：KKRホテル熊本、会費：7000円） 

   発起人会 県からの決定通知（2月5日）表彰式3月11日（県庁） 

5、熊本県臨床検査精度管理研修会 平成27年2月28日 熊大病院 教育図書棟 

6、臨床生理部門研修会 平成27年3月14日 熊本保健科学大学 

7、生物化学分析部門研修会 平成27年2月26日 

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 天草市民センターにて 演題数29題 

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 

 ・日臨技連盟ニュースに当県施設連絡責任者会議での取り組みが紹介された。 

＜協議事項＞ 

1、天草地区医学検査学会の機器展示等について 

2、熊本シティエフエム出演者について テーマと出演者の選定 

  6/3,6/24H28.1/20の3回を予定。理事会にも図ってテーマ、出演者を決定予定。 

3、熊臨技ロゴマーク決定について 

  3/14理事会で最終確認。その後、商標登録を実施する。 

4、その他 

次回会議 平成27年4月14日（火）１８：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 



第 47 回熊本県医学検査学会速報 ！ 
学 会 長 平井 義彦 

                            実行委員長 福田 浩喜 
謹啓  

春色のなごやかな季節、皆様ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、私たち天草地区技師会では、第 47 回熊本県医学検査学会に向け準備が着々とすす

んでおります。そこで速報といたしまして今回の学会企画をご紹介させていただきます。 
謹白 

テーマ  「連携」 ～一人の力から～ 

速報 1 特別講演 

「感染症検査 私の一期一会 ～感染症診療を支えるコンシェルジュを目指して～」 

              東京医科大学 微生物学講座 教授 大楠清文 先生 

速報 2 市民公開講座 

「ご存じですか？天草で多発！！ 
   マダニ媒介性疾患 ～身を守る方法と発症した場合の対処とは～」 

上天草市立 上天草総合病 院診療部長兼内科部長 和田正文 先生 
最近、殺人ダニなどでテレビや新聞で報道があっていますが、なんと天草は発病者が日

本でトップクラスなんです。マダニの吸血により引き起こされる病気が日本紅斑熱と重症

血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）で、どちらも天草で発病され、死亡されている方もいます。

マダニに刺されないためにやってはいけないこと・やった方がいいことそして病気を疑う

こつ、マダニに刺されたときの対処などをお話したいします。農作業・草刈り等される方

は必見です！                           （和田正文） 

速報 3 ランチョンセミナー 

① 動脈硬化検査の重要性とCAVI/ABIの臨床活用        フクダ電子株式会社 

② 緊急時の血液ガスの見かたについて            扶桑薬品工業株式会社 

③ 医療現場への導入事例から鑑みる Citrixソリューションの効果 

（内容：医療現場でも採用されているCitrixのリモートアクセスソリューションを、実

際の導入事例から説明。導入効果と採用の経緯の紹介。）     ブレス株式会社  

★ランチョン希望者は上記希望番号①～③と名前、施設名をメールにて学会事務局まで申

込みをお願いいたします。締切を平成 27年 5月 8日までといたしますが、定員に達し

次第締め切らせていただきます。件名は「ランチョン申込み」でお願いします。 



速報 4 会長賞 

優秀演題に対し、会長賞を準備しております。 

演者の方々がんばってください！景品は未定ですが、期待してください！ 

 

速報 5 懇親会 天空マグロの解体ショーと地魚対決 
（株）ﾌﾞﾘﾐｰと近畿大学のコラボにより完成したジャパンブランドのクロマグロ！脂のノリ

がきめ細かく、絶品です！迫力ある解体ショーを楽しんでください。解体したマグロは刺

身はもちろん、にぎり寿司、兜焼き、ねぎトロ等、その場で堪能していただきます。しか

し、本場天草の地魚も忘れないでください。鯛、イカ、カンパチ等、新鮮な魚と「ホテル

河丁」の板長さん自慢の料理も用意しております。消費税導入、物価上昇等もあり懇親会

費は例年より上がりましたが、他では食べることのできない天草ならではの料理を期待し

てください。 

また天草地域医療センターのハイヤギャルによるハイヤ総踊りはお父さん方必見！技師

会秘蔵のダンス映像もお楽しみに！ 懇親会はノーネクタイ（軽装）でご参加ください。 

 

日時：平成 27年 6月 6日（土） 18時より 

場所：ホテル河丁 地図は学会抄録に記載。 

送迎バスを用意しています。集合場所、出発時間も学会抄録に記載。 

会費：6000円 

申込み：学会事務局までメールにてお申込みください。お申込み手続きが完了したら返信

させていただきます。返信メールが届かないときは電話でお問い合わせください。 

申込み締切：平成 27年 4月 24日（金）（マグロ捕獲の都合で早めました）  

(学会事務局) 天草地域医療センター 磯崎 

メール：labo@amed.jp TEL0969-24-4111 

宿泊ホテル名も必ず入力ください。 

 

                      

新鮮だよ～！ 
参加お待ち

してまーす♡ 

mailto:labo@amed.jp


平成２７年３月吉日 
会員・賛助会員各位 

組織部 河野 公成 
 

第４７回熊本県医学検査学会ゴルフコンペのご案内 
 

春暖の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
熊本県医学検査学会を天草で開催するにあたり、会員および賛助会員の皆様方との

親睦をより深めていただくために、恒例となりましたゴルフコンペを下記のごとく開

催いたします。今年は参加賞として、思い出に残る天草らしい品を準備中です。多数

のご参加をお待ちしております。 
 

記 
 

１．日時     平成 27 年 6 月 6 日（土） 
         スタート時間：9 時 30 分 
         終了予定時間：16 時 
         5 組（20 名）予定 
         ＊スタート 30 分前には受付をお済ませください 
 
２．場所     ザ・マスターズ天草コース 
         TEL 0969-53-0333 
 
３．会費     3,000 円 
 
４．プレー代   9,500 円（キャディなし、昼食付き：1,000 円まで） 
 
参加申し込みは 5 月 15 日（金）までに E メールでお申し込み下さい。 
E-mail    kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 
 
お申し込みの際は次の内容をお知らせ下さい。 
① 名前 
② ご所属 
③ ご連絡先 

 
 

mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


＜交通案内＞ 
・アクセスマップ 

 
 
・所在地・連絡先 
ザ・マスターズ天草コース 

   天草市有明町上津浦２９２８ 
   TEL ０９６９－５３－０３３３ 
・アクセス方法 
  国道 266 号線を南下、上天草市会津より松島有料道路、そのまま国道 324 号を西

方へ海岸で右折し、有明町方面へ白浜旅館を過ぎたら右折、天草警察署天草有明駐

在所の前を通り、６００ｍほどしたら左折し、そのまま 500ｍほど直進する。 
 



 平成 27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、検体の取扱い、生化学機器の反応過程の見方考え方につい

て、基礎から応用まで実際現場で必要な情報を提供します。 

 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 。                   

                                                        謹白   

記 

【日  時】  平成 27年 4月 23日 (木)  18:30～20:00 

【場  所】  熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 

【参 加 費】  会員、他職種 無料  (非会員 3000円) 

【講 演- 1】 『 検体の取り扱い方』 

          講師：大脇久美子 技師  （ 機能病院 ）    

【講 演- 2】 『 反応過程の見方』～基礎から応用まで～ 

          講師：春田昭一 技師 （ 済生会熊本病院 ）     

【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)  

山崎記念館 



平成 27 年 4 月吉日 
会員各位 

輸血細胞治療部門   
部門長 吉田 雅弥 

 
輸血細胞治療部門研修会のご案内 

 
謹啓 
各会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、輸血細胞治療部門におきましては、平成 27 年 5 月の輸血研修会を下記日程にて開催を予定して

おります。今回は新人・当日直者向けの内容を予定しております。基礎を中心に講演していただき、実

際、時間外に遭遇する可能性が高い症例問題を解いていただこうと考えております。新人・当日直者を

対象としていますが、普段から輸血業務に携わっておられる方も復習するいい機会ではないかと思いま

す。 
会員の皆様には多数のご参加をお願い致します。 

勤白 
記 

 
【日時】 平成 27 年 5 月 9 日（土） 14：00～16：00 （13：30～受付開始） 
【場所】 熊本赤十字病院 研究・研修センター ４階 401・402 研修室 
 

※今後、研修会の会場が熊本赤十字病院へ変更となりますので、ご注意ください。 
 

【参加費】会員無料 （非会員 3000 円） 
 
【講演１】血液型検査・交差適合試験の基礎（仮） 
   講師：赤星 彰一 技師  （水俣市立総合医療センター） 
 
【講演２】ケーススタディ及び解説（仮） 
   講師：福永 佳緒莉 技師  （国立病院機構熊本医療センター） 
 
 
【連絡先】熊本赤十字病院 検査部 吉田 雅弥 
     TEL：096-384-2111 
     Mail：m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

 
 

以上 

mailto:m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp


月　日 場　所 主　題 内　容 区分 点数
5月未定 熊本市 総合管理部門研修会 病院機能の再編と臨床検査室の役割（仮） 基礎 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 体腔液検査について　～検査の意義と進め方～ 専門 20

5月19日 人吉市 県南地区研修会（人吉） 超音波ハンズオン「初級者編」 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
　症例１
　症例２

専門 20

5月29日 熊本市 臨床生理部門研修会 心エコーの基礎 専門 20
6月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 心電図初心者講習会「不整脈編」 専門 20
6月2日 人吉市 県南地区研修会（人吉） 超音波ハンズオン「中級者編」 専門 20
6月7日 天草市 第47回熊本県医学検査学会
6月7日 天草市 平成27年度定期総会 基礎 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

           ＊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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