
平成 27年度 第 5回常務理事会 

日 時： 平成 27年 8月 11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、今田、川口、鬼塚、工藤、野中 

欠席者：  なし 

＜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 906名（13.4％）日臨技全体 10944名（20.2％）

受講。今後の予定として H28.1/16-17 2/20-21開催予定（8/1募集開始）②技師連盟会議 宮島会

長の立候補要望書の提出依頼があったので県技師会として提出 ③全国検査と健康展 正式書類

を今月中に提出必要 ④検体採取等の実施状況調査）九州支部（①第 50 回九州支部学会 鹿児島

11/14-15 プログラム決定。スライドを webで受付。ＣＤやＵＳＢでの受付はしない） 熊本県関

連（①藤川たかお後援会集い 増永、田中出席 ② 熊本市健康フェス総務部会 8/10 増永出席 

③ 松井教授就任報告会（講演会、懇親会）10/24 山﨑記念館 ④熊本県医療・保健・福祉連携学

会における学術単位に関する調査依頼） 

 

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（8/11現在 1141名） 

 ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送 

 ・組織（河野）：ﾛｺﾞﾏｰｸの商標登録進捗状況、組織率アンケート（精度管理調査依頼に同封予定） 

 ・渉法（鬼塚）：平成 27年度賛助会員（49社）健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて 

 ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査 精度保証研修会のアンケート集計結果 

  ・学術（今田）：学術講演会 9/5 13：00～「緊急検査について」、くまもと医学検査投稿依頼、検 

査相談説明のできる研修会進捗状況 

 ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録状況 

・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、「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」8/22（土）・23（日）実施について 

4、 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 

 （案）日時 平成 28年 6/5（日）場所：熊本保健科学大学 懇親会を前日に実施予定 KKRくまもと 

5、 熊本シティエフエム出演者について 6/3・6/24 （ハンセン氏病と検査 荒木理事）H28.1/20（輸 

血関係 吉田技師） 

6、「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 

7、 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） 

8、 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） 

9、 都道府県技師会専用サイト新会員管理システムの運用について 

10、 日臨技九州支部卒後教育研修会「第 16回 輸血検査研修会」H27.10/10～12 福岡市 

11、 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 

12、 支部学会管理システムの運用について（九州支部学会でも日臨技システムが運用可能） 

13、 検体採取講習会の申し込み期日の告知について（8/1 HP開放） 

14、 藤川たかお氏 県政報告会 H27.8/7 参加者 増永、田中 

15、 その他 

  １）熊本県医療・保健・福祉連携学会開催日 H28.2.14（日）熊本テルサ 発表者推薦を来月まで

に実施。 

 

＜協議事項＞ 

 1、健康フェスティバル 10/3（土）4（日） 職業紹介、進学相談の企画内容について 

  ブースの区分け、必要物品の確認を実施中 

2、その他  

 熊臨技会員名簿の発行時期について 

以上 

次回 会議予定 9月 8日（火） １８：３０～ 熊臨技事務所 

 

 



平成 27 年度 熊本市民健康フェスティバルスタッフ募集（再掲載） 

 平成 27 年度熊本市民健康フェスティバルが、来る平成 27 年 10 月 3 日（土），4 日（日）の２日間に

わたり熊本市総合体育館・青年会館にて開催されます。当会も熊本市保健医療専門団体連合会（医専連）

加入団体として、例年の通り盛り立てて行きます。現在、参加者を募集中ですが、予定人員に空きがあ

ります。会員皆様方の参加申し出を願います。尚、初日は、開会式よりしばらくの時間ですが、熊本市

医師会の友好団体であるテキサス州ベア郡医師会の会場視察があります。英会話の堪能な方はぜひ、参

加をお願いいたします。 
 

記 
日時：平成２７年１０月３日（土），４日（日） 

午前９時より午後４時半まで 
会場：熊本市総合体育館・青年会館（昨年までの鶴屋・パレアホールから移動しています。） 
 
事業内容 
１，職業紹介・進路相談  ２，血管年齢測定  ３，心電図・腹部超音波検査 
４，乳がん、子宮がん検診啓発  ５，会場誘導、受付案内 

 
募集（予定）人員 

事業内容 １０月３日 １０月４日 
職業紹介、進路相談 ３名 ３名 
血管年齢測定 ８名 ８名 
心電図検査 ３名 ３名 
腹部超音波 ６名 ６名 
乳がん検診啓発 ３名 ３名 
子宮がん検診啓発 ３名 ３名 
受付、誘導、案内 ４名 ４名 

 
申込方法 
次項の申込用紙に必要事項を記入の上、下記まで FAX もしくは e-mail にて返信ください。 

熊臨技渉外法規部 鬼塚東洋（済生会みすみ病院） 
Tel 0964-53-1601（内線 572） FAX 0964-53-1618 
mail akihiro-onizuka@saiseikaikumamoto.jp 

 
 
※出動者は、生涯教育点数（公益活動）20 点の対象となります。 

 
 

mailto:akihiro-onizuka@saiseikaikumamoto.jp


ＦＡＸ送信書 

送信先 FAX 0964-53-1618（済生会みすみ病院検査室） 

熊臨技 渉外法規部 鬼塚東洋宛 
前文不要に願います。 

 
 

平成 27 年度熊本市民健康フェスティバルスタッフ参加申込書 
 

施設名（                            ） 
 
電話番号（                           ） 
 
氏名（            ）希望する担当部署（  ）希望する出動日（  ） 
 
氏名（            ）希望する担当部署（  ）希望する出動日（  ） 
 
氏名（            ）希望する担当部署（  ）希望する出動日（  ） 
 
氏名（            ）希望する担当部署（  ）希望する出動日（  ） 
 
氏名（            ）希望する担当部署（  ）希望する出動日（  ） 
 
下記の番号で（希望コーナー名）を、英文字で（希望日）を上記（）内に記入してくださ

い。 
 
希望する担当コーナー 
① 血管年齢 
② 心電図 
③ 腹部超音波 
④ 乳がん検診啓発 
⑤ 子宮がん検診啓発 
⑥ 職業紹介・進路相談 
 
希望する出動日 
A，10 月 3 日（土） 
B，10 月 4 日（日） 
C，両日 



平成 27 年度熊本県臨床検査精度管理調査実施要項・申込書（再掲載） 

 
１.実施主体 熊本県医師会・熊本県臨床検査技師会 
２.実施方法 
 ●日  程 
   平成 27 年 10 月 19 日（月）～（試料配布予定） 
 ●調査項目 

①臨床化学：AST、ALT、ALP、LD、γ-GT、CK、CHE、AMY、TP、ALB、T-Bil、BUN、CRE、UA、T-CHO、 
                HDL-C、LDL-C、TG、GLU、Na、K、Cl、Ca、IP、Fe、および CRP 
  ②血 液：WBC、RBC、Hb、Ht、MCV、Plt（Plt は評価対象外）、 
  ③尿一般：尿定性（糖、蛋白、潜血）、尿定量（糖、蛋白） 
 ●その他（オプション）項目 
  ・血液形態フォトサーベイ・・・・・・10 問 
  ・尿沈渣フォトサーベイ・・・・・・・10 問 
  ・血 清：HBs 抗原、HCV 抗体、（参考調査項目：CEA、AFP、PSA、TSH、ﾌｪﾘﾁﾝ） 
  ・輸 血：ABO 血液型 Rh(D)血液型、交差適合試験、不規則性抗体検査、凝集像フォトサーベイ 1 問 

・HbA1C 
・微生物：グラム染色フォトサーベイ・・・・・・・・・・10 問 
・生 理：心電図、心エコーフォトサーベイ・・・・・・・10 問 
・病 理：細胞診フォトサーベイ・・・・・・・・・・・・10 問 
 

３.参加対象・・・・・県下の全医療施設及び検査施設（外部委託施設を除く）。 
  ※原則自施設にて測定を実施している項目のみの参加をお願いいたします。 
 
４.参加申込み 
  (1)参加申込み方法 
    参加希望施設は、下記参加申込書により必要事項をご記入の上、熊本県臨床検査精度管理調査事務局 

（〒860-8556  熊本市中央区本荘 1-1-1 熊本大学医学部附属病院中央検査部）へ郵送又は 
 FAX（096-373-5817）でお申込み下さい。 

  (2)参加費用及び払込方法 
   ◎参加費用 ※参加費用は申込みと同時に銀行振込でお願いします。 
   Ⅰ.①臨床化学 + ②血液 + ③尿一般 １施設 10,000 円 

※但し、登録衛生検査所は １施設 20,000 円 
   Ⅱ.③尿一般のみ １施設  1,000 円 
   Ⅲ.オプション（参加オプション数は不問） １施設 2,000 円 
      
   ◎振込先 
    熊本県医師信用組合 本店 普通 224170 公益社団法人熊本県医師会 会長 福田 稠 
  (3)申込み締め切り・・・・・平成 27 年 9 月 30 日（水） 
 

※登録衛生検査所の調査結果を熊医会報に掲載いたします。 
 

キリトリ 
 

平成 27 年度臨床検査精度管理調査参加申込書 
施設名                         施設長名                 

 住 所 〒                       電話番号                 

担当者氏名                       担当者職業・役職             

 
○参加項目（参加項目に○を付けて下さい） 
  Ⅰ. 臨床化学、血液、尿一般           10,000 円 （但し、登録衛生検査所は 20,000 円） 
  Ⅱ. 尿一般のみ                       1,000 円 
  Ⅲ. オプション                  2,000 円 
 
注：ⅠとⅡはいずれかひとつお選び下さい。またⅢのオプションに参加される施設は、下記項目の中から 

参加項目□にレ印を付けて下さい。 
  □HBs 抗原、  □HCV 抗体、  □CEA、  □AFP、  □PSA、  □TSH、  □ﾌｪﾘﾁﾝ 
  □ABO 血液型 Rh(D)血液型、 □交差適合試験、 □不規則性抗体検査、   □HbA1C 
  ※フォトサーベイ   

□血液形態、 □尿沈渣、 □輸血凝集像、 □微生物グラム染色、 □心電図・心エコー、 □細胞診 



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（微生物部門） 

 

 

記 

 
日時： 平成 27 年 9 月 18 日 （金曜日） 18：30～19：00 
 

場所： 天草地域医療センター 2 階会議室 
 

講演： 「結核の現状と潜在性結核スクリーニング検査」 

 
講師： 諸江 雄大 先生  

（オックスフォード・イムノテック株式会社 西日本営業部長） 
担当： 天草地域医療センター 磯崎将博 

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



平成 27年 8月 3日 

会員各位 

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 

臨床生理部門長      加藤由希子 

実務担当         丸田 千春 

 

九州支部卒後教育研修会(第 14回臨床生理部門研修会)のご案内 

 

拝啓  

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 平素より九州支部活動に、ご理解と、ご支援

を賜り厚くお礼申し上げます。この度、第 14回臨床生理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、各県会員の皆様の多数の参加をお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

1．研修会名  九州支部卒後教育研修会(第 14回臨床生理部門研修会) 

2．テーマ   腹部超音波検査の基礎と臨床 

3．会期    2016年 1月 31日(日) 9時～17時 

4．会場    長崎大学医学部良順会館（長崎県長崎市坂本１丁目１２－４） 

5．募集人数  80名(募集人数に達した時点で締め切ります) 

6．参加費   4000円 （注：非会員の場合は参加料 12,000円） 

7．申し込み先 日臨技ホームページ 

      ①日臨技ホームページに会員専用でログインする。  

②参加申請の事前参加申し申込みより「平成27年度日臨技九州支部臨床生理部門研修会」を

選択し、事前登録をクリックする。  

③必須事項を入力し、保存して閉じる。【登録完了】  

④登録したメールアドレスに登録受付完了のメールが届きますのでメール確認後、指定の 

振込先に参加料を入金してください。 

注）返信が来ない場合や不明点等は、丸田までE-mailにてお問い合わせ下さい。  

以下も参考ください。 

 宿泊の手配は各自でお願いします。 

 研修会場内での飲食は不可。但し、飲み物は可。（飲食可能な別会場を確保します。） 

 会場周辺に飲食店はありますが、昼食については事前に準備されることをお勧めします。 

 できるだけ公共の交通機関をご利用頂き、車で来られる方は、会場周辺駐車場をご利用くだ

さい。 

 研修会当日、欠席された方への受講料の払い戻しは致しません。後日テキストは送付します。 

 会員受付を致しますので会員証をご持参ください。 

以上 

 

 



九州支部卒後教育研修会(第 14回臨床生理部門研修会) 

 腹部超音波検査の基礎と臨床 

 

目的 
基礎物理を理解することで機器に精通するとともに、ルーチンから救急に必要な腹部超

音波検査全般を理解すること。 

開催日時 2016年 1月 31日(日) 9時～17時 

会場 長崎大学医学部良順会館（長崎県長崎市坂本１丁目１２－４） 

内容 9:00～     受付 

9:30～9:40   オリエンテーション 

午前の部 

9:45～12:00（途中 10分間の休憩を取ります） 

  超音波の基礎            

（株） 東芝メディカルシステムズ九州支社営業推進部課長  

和田 昭洋 氏 

12:00～13:00  昼食 

 

 

午後の部 

13:10～14:10 

1．腹部超音波の解剖からルーチン検査まで 

         長崎大学病院             森内 拓治 技師 

 

14:30～15:30 

2．消化器の臨床 

福岡メディカルサポート        崎田 靖人 技師 

 

15:50～16:50 

3．消化管の臨床 

社会医療法人天神会新古賀クリニック  倉重 佳子 技師 

 

16:50～     閉講式 修了書授与 

募集人数 80名(定員になり次第締め切りとさせていただきます) 

参加料 4,000円 

（注：非会員の場合は参加料 12,000円） 

参加対象者 腹部超音波検査初級者～中級者 

申込み締切り 2016年 1月 15日 

申込み要領 

（振込先） 

日臨技ホームページより申込み後、事前に参加料を下記の振込先に入金してください。 

事前登録をされてから 1週間以内に振り込みをお願いします。 

○ゆうちょ銀行間              ○他金融機関からの振り込み場合 

【記号】17680               【店名】七六八（読み ナナロクハチ） 

【番号】20097361              【店番】768 

                      【預金種目】普通預金 

                      【口座番号】2009736 

申込み先 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録 

その他 昼食は各自ご用意ください。 

また宿泊される方々は各自手配お願いします。 

連絡先 佐世保中央病院 臨床検査技術部 丸田千春 

TEL 0956-33-8597（内線 1118）   E-mail  seiri@hakujyujikai.or.jp 

mailto:seiri@hakujyujikai.or.jp


熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム

　平成27年10月～平成27年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
予定日 場　所 主　題 内　容 区分 点数
10月3日
～4日

熊本市
平成27年度　熊本市民健康フェス
ティバル

基礎 20

10月21日 熊本市 臨床生理部門研修会 心電図初心者講習会「虚血編」 専門 20

10月22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

10月22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④　症例
　～オーガナイザー：医師～

専門 20

10月27日 熊本市 臨床血液部門研修会

FDP・Dダイマー試薬の特長～各社試薬の特性比較を中心に
こんなときどうする異常値に遭遇した時～凝固検査編
　①凝固線溶検査、基礎知識として知っておくべきこと！
　②異常値に遭遇したら・・・症例編

専門 20

11月未定 熊本市 総合管理部門研修会 済生会熊本病院でのチーム医療の取組み（案） 基礎 20
11月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波基礎工学 専門 20
11月18日 菊池市 県央地区研修会 未定

11月26日 熊本市 病理細胞部門研修会
第４回症例検討会
　症例１
　症例２

専門 20

11月28日 熊本市 生物化学分析部門研修会
膠原病について
　～各職種とコラボによるシンポジウム～

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
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