
平成 27 年度 第 1 回常務理事会 
日 時： 平成 27 年 4 月 14 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、松本、坂口、河野、鬼塚、福吉、今田、川口、工藤、野中 

  欠席者： 田中 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技関連（①精度保証施設 熊本県７施設承認あと３施設程追加予定）、九州支部

（①支部会議 6/2014:30～ 福岡市予定、②日臨技総会時（5/23）における支部選出資格審

査県議事運営委員として松川沖縄県会長）熊本県関連（①原田信志熊本大学学長就任祝賀会

5/24；出席田中副会長、②熊本市民健康フェス会場検討会 4/15 出席増永会長、③シティ FM

健康サロン）その他（熊臨技推薦市議、県議全員当選の御礼あり） 

 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（4/15現在 1071名） 

   ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送 

   ・組織（河野）：ﾛｺﾞﾏｰｸの決定（商標登録の検討）、組織率の検討、会長選出方法の検討 

     6/6天草県学会ゴルフコンペ申込状況 現在 7名）  

   ・渉法（鬼塚）：平成 27年度賛助会員募集中。平成 27年度広告募集を開始 

   ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査 7月精度保証セミナー（7/11開催予定） 

   ・学術（今田）：くまもと医学検査発行について（製本進捗状況；目次、表紙の体裁変更、部門

員紹介は 5月ニュース版、学術部門長会議 4/22 その他；福岡地区一般検査研修会案内） 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録（3月分実施）あじさいセミナー計画 

・経理（工藤）：通常経理報告、平成 26年度監査について 

・特別事業（野中）：公益法人移行に伴う整備 

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 16：00～18:00 

  出席理事 33名（委任状 13名） 平成 27年度事業計画案 ﾛｺﾞﾏｰｸの決定 

4、原田 精一前副会長の県知事表彰祝賀会開催結果 

開催日：平成 27年 3月 14日 18：30～、会場：KKRホテル熊本 参加 78名 

5、熊本シティエフエム出演者について テーマと出演者の決定 

5/27（    ）6/3 （    ）H28.1/20（輸血関係；吉田雅也技師） 

6、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） 

7、第 50回日臨技九州支部医学検査学会 11/14（土）、15（日）鹿児島市  演題・抄録受付 4/14～5/31 

8、九州支部会議 H27.6/20 福岡市 14：30～（出席予定；増永、  、   ） 

9、あじさいセミナー H27.6/27  

10、日臨技九州支部卒後教育研修会「第 8回 生物化学部門研修会」 H27.8/29～30 福岡市 
11、その他 

＜協議事項＞ 

 1、第 47回熊本県医学検査学会（天草地区）平成 27年度総会について 平成 27年 6月 7日  

会場：本渡市民センターにて 学会長 平井 義彦理事 担当：天草地区 演題数 29題 

    特別講演 大楠清文先生 （東京医科大学 微生物学講座 教授） 

  市民公開講座 和田正文先生 （上天草総合病院 診療部長兼内科部長） 

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰは 3題、ピンクリボンコーナー、技師連盟コーナー  

ゴルフコンペ・懇親会（6/6）案内はニュース版 4月号に掲載 

2、平成 27年度第 1回理事会（案） 平成 27年 5月 9日 熊本大学医学部附属病院を予定 

   総会役員：議長（未定） 

書記（逢坂技師；熊本中央、あと１名）資格審査（田中技師；日赤 あと１名） 

報告：各部報告、第 47回熊本県医学検査学会の進捗状況 

   協議：平成 26年度事業報告・決算報告について 熊臨技各賞（会長、学術、永年職務）の認定  

 3、ﾛｺﾞﾏｰｸ商標登録について：業者に依頼し、登録の方向で進める。 

 4、会長選出方法の検討と担当部署について：各団体の状況を調査する（組織部主体） 

 5、その他                                          以上 

 次回会議 5 月 19 日（火）１８：３０～ 熊臨技事務所 



（Ｈ27.4現在）

部門長 西村　仁志 熊本大学医学部附属病院 096-373-5700
副部門長 春田　昭一 済生会熊本病院 096-351-8000
会計 本巣　智子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5700

部門長 大隈　雅紀 熊本大学医学部附属病院 096-373-5696
副部門長 磯崎　将博 天草地域医療センター 0969-24-4111
会計 山本　景一 熊本大学医学部附属病院 096-373-5696

部門長 大隈　雅紀 熊本大学医学部附属病院 096-373-5696
副部門長 磯崎　将博 天草地域医療センター 0969-24-4111
会計 山本　景一 熊本大学医学部附属病院 096-373-5696

部門長 松岡　拓也 済生会熊本病院 351-8000（2080）
副部門長 亀山　広喜 熊本保健科学大学 275-2111
副部門長 外園　宗徳 熊本医療センター 353-6501(3308)
会計 西山　明美 あきた病院 227-1611

部門長 井島　廣子 陣内病院　　　　  　　 096-363-0011     
副部門長 一瀬　康浩 国立熊本医療センター　　臨床検査科 096-353-6501
副部門長 山内　露子 熊本大学医学部附属病院　中央検査部 096-373-5712
会計 大脇　久美子 熊本機能病院　　　　　　 096-345-8511    

班長（呼吸循環） 兼崎　太輔 熊本赤十字病院 096-384-2111
副班長（画像生理） 吉田　健一 熊本労災病院 0965-33-4151
副班長（神経生理） 西村　康平 熊本機能病院 096-345-8111
会計 岡本　佳那子 熊本赤十字病院 096-384-2111
会計 加藤　恵 熊本中央病院 096-370-3111

部門長 吉田　雅弥 熊本赤十字病院 096-384-2111
副部門長 山田　聡美 熊本機能病院 096-345-8111
副部門長 吉田　賢太 済生会熊本病院 096-351-8000
会計 田中　希歩 熊本赤十字病院 096-384-2111

部門長 逢坂　珠美 熊本中央病院 096-370-3111(1515)
副部門長 津田　勉 SRL（日赤病院検査部) 096-384-2111
副部門長 笹田　景子 熊本大学付属病院 096-373-5702(直通)
会計（代行） 野田　真衣 熊本中央病院 096-353-6501(3305)

部門長 井上　博幸 熊本労災病院 0965-33-4151
副部門長 田上　圭二 済生会熊本病院 096-351-8000
会計 山田　智子 熊本市民病院 096-365-1711

輸血細胞治療部門

臨床血液部門

病理細胞部門

平成27年度　熊臨技学術部　部門役員紹介

総合管理部門

遺伝子部門

臨床微生物部門

臨床一般部門

生物化学分析部門

臨床生理部門



一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

会員の皆さまへ

平成 年度 定時総会平成27年度 定時総会

議決権行使のお願い

総会議決権の⾏使は会員が⽇本臨床衛⽣検査技師会の総会議決権の⾏使は会員が⽇本臨床衛⽣検査技師会の
運営にご参加いただくための⼤切な権利です。
議案書の内容を確認し、議決権の⾏使をお願いいたします。
※今年度から、インターネットでの議決権⾏使が可能になりました。

議決権行使の種類と登録方法

利⽤される⽅は、
会員番号とパスワードを確認し⽇臨技HPに今すぐアクセス！

（インターネットから議決権⾏使を利⽤した場合、書⾯の郵送は不要です)

議決権行使の種類と登録方法

①当日参加

ご自分の議決権行使の種類を選択

議決権の登録方法を選択

②代理委任

③紙面表決 書面郵送

書面郵送の場合
5月22日日臨技必着

書面郵送或いは電滋的方法

③紙 表

④電磁表決
電磁的方法

書面郵送
電磁的方法の場合

22日15時まで

(登録・修正可能)

登録方法の選択はどちらか一方で！重複は無効になります
※ 投函してから到着までに４～6日かかります。余裕をもってご提出をお願いします。

議決権行使の詳細は、総会資料折り込みまたは、定時総会招集通知をご参照下さい。



日臨技九州支部医学検査学会 (第50回 記念学会)一 般演題募集要項

会 期 :平成27年 11月 14日 (土)・15日 (日)
会 場 :城山観光ホテル

〒890-8586 鹿 児島市新照院町41-1

T E L 0 9 9 - 2 2 4 - 2 2 1 1

F A X 0 9 9 - 2 2 4 - 2 9 0 7

1.標 記学会の一般演題および抄録を下記の通り募集いたします。
1、一般演題の登録はインターネットにおいてのみ受け付けいたします。
2、賛助会員の発表については直接学会事務局へお申込み下さい。
3、今回は、演題と抄録を同時に受け付けとなりますのでご理解下さい。
4、 スライ ドデータは、事前受付をいたします。

演題 ・抄録 受付開始～締め切り
スライドデータ受付開始～締め切り

平成27年  4月 14日 (火)

平成27年 10月  1日 (木)

～ 5月 31日 (水)
～ 10月 24日 (上)

正.インターネット利用による一般演題申込 ・抄録原稿作成について
1,Vebに て日臨技ホームページを開く。

http://www.jalnt.or.jp/jarttis/

1)ト ップページ右上の 『会員専用ページ』をクリックする。
2)会 員専用サイ トに会員No,パスワー ドを入力し 「ログイン」をクリックする。
3)会員メニューの「学会演題発表 ・査読」を選び 「全国学会/日 臨技支部会議」をクリ

ックする。

4)STEPl学 会の選択で 「日臨技九州支部医学検査学会 (第50回 記念学会)」を選択
STEP 2利益相反の確認                          し

STEP 3演題の入力

ST研4抄 録の入力またはアップロー ド

STEP 5入力内容の確認

COMPLETE登録完了

の順に入力してください。
2.必 ず、e ttallアドレスを明記して下さい。

III.スライ ドデータの作成について

1)全 て液晶プロジェクターによる日演形式とします。
2)ス クリーンは 1面でパノヨンによる発表のみとなります。
3)ス ライ ドプロジェクターやOHP、 VTR、 DVDデ ッキ等の準備はいたしておりま

せんのでご注意ください。
4)発 表データの作成については下記の点にご注意ください。

3会場で使用するPCの OSお よびアプリケーションは次のとおりです。
・使用環境 :Windows 7、PowerPOint2007・2010。2013



Mac OSは使用できませんのでご注意ください。
・発表データのファイル名は 【演題番号】 【氏名】としてくださ帆
。会場で使用する画面の解像度はXCA(1024×768)です。

これ以外のサイズで作成した場合、正確に表示できませんのでご注意ください。
・発表データに使用するフォントは、文字化けやレイアウトずれを防ぐため、特殊なフォ

ントは使用せずWindows 7に標準搭載されているフォントのご使用をお勧めします。
・PowerPoint上で動画を使用する場合は、標準のWindows Media Player(Ver.lo以降)

で動作する形式にて作成し、PowerPOintに貼り付けてください

(ヽハイパーリンクなどを使用しますとリンク切れの原因になるためできるだけ避けて

ください)。
・生理部門の発表に限り、動画による発表も可とします (但しビデオ ・MOの使用は不可)。

動画再生ノフトはWindOws Media Playerです。
・発表時間は7分以内です。スライ ド枚数に制限はありませんが、時間は厳守してくださ

V ヽ 。

IV.発 表用スライ ドデータ事前受付について

1.発 表用スライ ドデータは、事前受付をいたします。平成 27年 10月 1日から受付開

始します。平成 27年 10月 24日 までに鹿臨技まで送付してください。

2.ス ライ ドデータのオンライン受付は、現在鹿臨技のホームページで準備中です。
一般演題を応募していただいた演者の方に改めて受付方法の案内を連絡いたしますの

で、応募時には必ず e一 mailア ドレスを明記してください。

3.当 日スライ ドデータに変更がある方は、受付会場で変更可能です。

記録媒体は事前にウイルスチェックを済ませてご持参ください。

変更の時ウイルステェックを行いますが、ウイルス有りと判定された場合、スライ ドな

しで演題発表をして頂きます。会の運営の妨げとなりますのでくれぐれも、ウイルスの

持ち込みのないようにお願い致します。受付会場にて受付時に文字化等スライ ドの確

認をして頂きます。

4.デ ータ格納後のスライ ドデータの修正は原則として受けつけませんのでご注意くださ

い 。

5.パ ソコンに取 り込んだ演題内容は発表後事務局にて消去 します。

お問い合わせ先

〒891-0115  鹿 児島市東開町4-96

ヘルスサポー トセンター鹿児島内  一 般社団法人鹿児島県臨床検査技師会

TEL080-8359-9855   FAX099-250-1039

E mail    karingiOari.bbiq.Jp



（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２０１５」のご案内 
 

 

 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。 

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、一般会員の皆様の多数の 

参加をお願い申し上げます。 

謹白 

 

 

記 

 

開 催 日：平成２７年６月２７日(土) １４：００～１６：００ 

 

会  場：同仁堂ホール スタジオライフ 

     熊本市中央区上通町２－７ （ＴＥＬ）096-322-7121 

 

内  容：  

     13：30 受付 

14：00 オリエンテーション 

14：10 「接遇と医療安全」   西山 明美（あきた病院） 

     15：00 休憩 

15：10 「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２７年６月１２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：〒861-8520  

熊本市東区長嶺南２丁目 １-１ 

     熊本赤十字病院 検査部 

     吉田 雅弥 

（電 話） 096-384-2111（内線 6371）  （ＦＡＸ） 096-384-8891 

（メール） m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

 

 

担  当：(一社)熊本県臨床検査技師会 生涯教育委員会 



平成２７年４月吉日 
 

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に関するお知らせ 
 

１．懇親会送迎バスのご案内 

 懇親会会場まで送迎バスを手配しておりますので、懇親会に参加される方はご

利用ください。集合時間は厳守でお願いします。 
 

集合時間：17:00 
集合場所：①～③のいずれかにお集まり下さい 

① 肥後銀行天草支店の正面玄関（TSUTAYA 横） 
② 信用金庫駐車場（プラザホテルアネックス前） 
③ エコホテルアシスト前 

 

２．ランチョンセミナーについて 

 今回のランチョンセミナーの弁当券は、事前にお申し込みをいただいた方の

みへの配布となります。現在、ランチョンセミナーのお申し込みが少ないよう

です。事前申し込みをされないと弁当券を受け取ることはできませんので、ラ

ンチョンセミナーに参加される方は、必ずお申し込みをお願いします。 

 

３．懇親会およびランチョンセミナーのお申し込みをされた方へ 

 懇親会およびランチョンセミナーのお申し込みをされた方で、もし、事務局

より返信の連絡が届いていない方がいらっしゃいましたら、下記まで電話にて

ご連絡いただきますようお願いいたします。 

 
事務局 天草地域医療センター 磯崎 

電話 0969-24-4111 



                                平成 27 年 5 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、医療情勢に適応した 

検査室運営や、検査業務拡大に対する話題から、今後の検査技師に求められるものなどに

ついて、新人技師はもとより、現場で管理されているベテラン技師の皆様に少しでもため

になる内容を企画しています。 

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 5 月 20 日（水）  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】 『検査室がかわる？ 検査技師が変える？ 

        病院機能の変化と臨床検査技師の対応について』 

          講師：松尾 久昭 氏  

          シーメンス・ヘルスケアダイアグノスティクス（株） 

【情報提供】 『検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会について』 

       『日本医療情報学会九州・沖縄支部会春季研究会報告』他 

          講師：西村 仁志 技師（熊大附属病院）  

【会場案内】 

  

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

中央診療棟 3F 

（中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室） 
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平成 27 年 5 月吉日 

 

会員各位                            平成 27 年 4 月 

               日本臨床検査技師会九州支部 支部長 佐藤元恭 

日本臨床検査技師会九州支部 学術部長 有村義輝 

                   九州支部生物化学分析部門長 池田弘典 

     実務担当 佐竹善誉 

       

 

 

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 8回 生物化学部門研修会』のご案内 

  

 

 会員 の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

このたび、生物化学部門研修会を、下記のとおり福岡県において開催するはこびとなりまし

た。つきましては、各県会員の皆様の参加をお待ちしております。 

                    

                   記 

メインテーマ「検査と病態を学んでみよう！」 

主催：日本臨床衛生検査技師会九州支部  

共催：日本臨床化学会九州支部 担当：(一般社団法人)福岡県臨床検査技師会  

日時：平成27年8月29日(土) ～30日(日)  

会場：〒810-0001 福岡市中央区天神 1-16-1 西鉄イン（福岡）2 階 大ホール  

TEL.092-712-5858  

 

 

 

 

 

プログラム 

進行 聖マリア病院 佐竹善誉 

11:30～ 受付開始 

 

11:50～12:40   ランチョンセミナー 

 

12:45～12:50 福臨技会長の挨拶 (一社)福岡県臨床衛生検査技師会 友松哲夫会長 
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12:50～12:55 開会の挨拶       九州支部生物化学分析部門長 池田弘典 

 

12:55～14:10 Reversed-CPC(症例検討 グループディスカッション)       

 佐賀大学病院 池田弘典技師 

 

14:15～15:25 教育講演Ⅰ              長門記念病院 濱野貴磨技師 

「精度管理・外部精度管理調査（サーベイ）測定のポイント（仮）」 

福岡市立市民病院 坂本徳隆技師 

 福岡赤十字病院 満屋真佐信技師 

 

15:30～15：55 コーヒーブレイク      司会進行 宮崎大学病院 守田副技師長 

福岡医師会検査センター 津波勇二技師 

 

16:00～16：50 教育講演Ⅱ        座長 予防センター 原めぐみ技師（仮） 

「生化学分析装置における基本操作とトラブルシュート（仮）」 

宮崎大学病院 緒方良一技師 

 

16:55～17：55 特別講演Ⅰ       座長 熊本大学附属病院 池田勝義技師長 

「私が期待する検査技師の未来像」 

九州大学病院 康 東天先生 

  

18：15～20：00 懇親会                            

 

20：10～21：40 ナイトセミナー        座長 沖縄県（未定） 

     

  過去の事例から学ぶ～インシデントやヒヤリハットを踏まえて～（鹿児島県） 

                          

 

 

2 日目：8月 30 日(日) 

8：45～9：35              座長 佐世保市立総合病院 山田昌博技師 

教育講演Ⅲ    「甲状腺疾患を基礎から学び、臨床に有用な情報を提供する」            

   山下クリニック 猪俣啓子科長 

9：40～10：30                                      

教育講演Ⅳ                   座長  陣内病院 井島廣子技師   

「血液検査データと輸血検査の知っておきたいコツ仮」               

   久留米大学病院     江頭 弘一技師 
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10：35～11：25                        

特別講演Ⅱ               座長 福岡大学筑紫病院 篠原克幸技師長  

 「検査説明・相談ができる臨床検査技師の育成事業について」 

国立病院機構九州医療センター 松下義照技師 

11:30～閉 校 式 （12:00 までには終了）                          

      

* 研修会へはノースーツ・ノーネクタイでご参加ください。 

* 必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。 

【申込方法】 

 [募集人員] 

   100 名 

 [受講料] 

   8,000 円 

[宿泊について] 

   宿泊をご希望の場合は別途、宿泊費7,630円(朝食付き) 

   （宿泊の問い合わせは、佐竹宛てでご連絡ください） 

[懇親会について] 

懇親会費4,500 円 

西鉄インのブロッソにて行います。13階ですので、中洲の夜景を楽しみながら情報交

換ができると思いますので、奮ってご参加ください。 

 [申込方法] 

   e-mail、FAX、 

① 氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス 

    ⑧ランチョンセミナー参加の有無 ⑨宿泊の有無 ⑩懇親会参加の有無 

    を記入のうえ、下記までお申し込みください。 

    折り返し受講料振込先をお知らせします。 

[締め切り] 

    平成27年5月30 日（定数に達しない場合期限延長） 

    （参加を希望される方は、ひとまず連絡ください） 

 [申込・問い合わせ先] 

〒830-8543 福岡県久留米市津福本町 422 番地 

雪の聖母会 聖マリア病院 中央臨床検査センター 

TEL:0942-35-3322（内 1001） 

FAX:0942-34-3299 

 E-mail：y-satake@st-mary-med.or.jp 



一般検査担当者各位                福岡県臨床衛生検査技師会  

福岡地区形態学検査部門臨床一般検査分野 

分野長 溝口義浩 

体腔液検査研修会のお知らせ 

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたび、福岡地区臨床一般検査分野では生涯教育の一環として下記の内容に

て体腔液検査研修会を企画いたしました。つきましては、一般検査ご担当の技

師の方はもちろん細胞診、血液検査ご担当の技師の方々まで幅広く参加してい

ただき活発な研修会となれば幸いです。多数のご参加をお待ちしております。        

敬具 

【プログラム】 

会期：平成 27 年 6 月 20 日（土） 

場所：九州大学病院臨床小講堂 2 

定員：80 名（定員なり次第締め切り） 

参加費：1000 円 

 

12：00～12：30 受付 

12：30～12：45 開講式、オリエンテーション 

12：45～13：15 フォトテスト 30 問（ギムザ染色のみ） 

※HB または 2B の鉛筆と消しゴムを持参下さい 

13：15～14：15 講演①『体腔液貯留の原因と検査値異常までの 

発症メカニズム』 

          講師：国立病院機構九州医療センター 加藤裕一 技師 

          座長：九州大学病院 川満紀子 技師 

14：15～14：20 質疑応答 

14：20～14：30 休憩 

14：30～16：30 講演②『ギムザ染色による体腔液異型細胞鑑別のポイント 

～初心者から上級者まで～』 

講師：株式会社エスアールエル常勤顧問 西 国広 技師 

          座長：九州大学病院 西岡祥子 技師 

16：30～16：40 質疑応答 

16：40～17：20 フォトテスト解説 

          講師：公立学校共済組合九州中央病院 溝口義浩 技師 

17：20～17：30 閉講式 

18：30～    情報交換会（会費：4000 円、JR 博多駅近辺を予定） 



【お申し込み方法】 

必要事項（施設名、氏名、情報交換会参加の有無）を明記の上,下記ｍａｉｌアドレスまで 

ご連絡下さい。申し込み締め切り：5 月 31 日（日） 

九州大学病院 西岡祥子 

Mail：shoko-n＠cclm.med.kyushu-u.ac.jp  

 

【交通アクセス】 

 

JR 
「JR 博多駅」→(地下鉄空港線)→「中洲川端駅」、貝塚方面へ乗換→(地下

鉄箱崎線)→「馬出九大病院前駅」「JR 博多駅」→「JR 吉塚駅」で下車 

西鉄電車 西鉄福岡駅 →(地下鉄)→馬出九大病院前駅 

高速バス 天神バスセンター下車→(地下鉄)→馬出九大病院前駅 

※最寄駅は，地下鉄馬出九大病院前駅  

 

http://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/hospital/hospital.html 【病院地図】 

・正⾨から九⼤病院南棟、救命救急センター1 階から 2 階へ進み、案内板に沿って⼩講堂 2 まで進む。 

・正⾨から九州⼤学病院ウエストウィング棟の横の⼊り⼝から 2 階へ。（開始時間まで） 
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