平成 27 年度第９回常務理事会
日 時： 平成 27 年 12 月 8 日（火）17:00 ～
場 所： 旬彩庵 金之助（熊本市中央区花畑町 11-9、TEL050-5280-2365）
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 1986 名（28.0％）日臨技全体 16734 名（29.3％）
受講。②宮島よしふみ後援会と自民党入党のお願い ③全国幹事会・賀詞交歓会 平成 28 年 1 月 22
日 ④平成 27 年度臨時総会 平成 28 年 1 月 23 日
九州支部（①九州支部病理細胞部門長 島本任期満了の為、久留米大学 山口智彦氏に交代希望 ②
卒後研修会について各担当県での引継ぎがされていない ③第 51 回九州医学検査学会（佐賀県担当）
平成 28 年 10 月 8・9 日 第 52 回九州医学検査学会（長崎県担当）平成 29 年 10 月 21・22 日 第 53
回大分 第 54 回熊本（？？？？？） ④ 次回支部会議平成 28 年 2 月 11 日予定
熊本県関連（①公明党新春のつどい ②作業療法士会法人設立 20 周年記念式典・祝賀会 平成 28 年
3 月 12 日 ③組織強化セミナーの開催 平成 28 年 3 月 27 日開催決定 ④連盟県熊本県支部会議 12
月 25 日
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（1144 名）検査と健康展報告
・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、
・組織（河野）：組織率アンケート実施状況
・渉法（鬼塚）：健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ反省会 平成 27 年度賛助会員
・事業（福吉）：熊本県精度管理調査解析会 H28.2/6 臨床検査講習会 H28.3/5
・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、 医事功労者知事表彰 会長賞推薦
4、 第 48 回熊本県医学検査学会 担当 県央地区（熊本市）
日時 Ｈ28.6.5（日）場所 熊本保健科学大学 懇親会会場 KKR ホテル（前日の 6.4）
学会長 坂口 司理事、実行委員長 川口 謙一理事
・特別講演演者「チーム医療に関わる検査技師の参画について」
熊本大学大学院生命科学研究部臨床病態解析学分野 教授 松井啓隆先生
・ランチョンセミナーを実施
臨床微生物、生物化学分析、輸血細胞治療、病理細胞、臨床一般、臨床血液
・実技講習会
臨床血液
・部門別相談コーナー 総合管理、臨床微生物、臨床一般、生物化学分析、輸血細胞治療、
臨床生理 合計６部門で実施。
5、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） 期間参加者 1004 名
6、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～
参加者 増永、池田、松本、田中
7、熊本県生物化学分析部門研修会 H27.11.28（土）15 時～ 熊大医学部 医学教育図書棟
8、「検査と健康展」実施について 11/29（日）ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 決算書、報告書の提出ずみ
出動者11名・骨密度 259名、体組成分測定 193名、血管年齢 371名、乳がんモデル 54名
9、日臨技九州支部臨床検査総合管理部門研修会 H28.1.16（土）ﾎﾙﾄﾎｰﾙ大分 12：30～ 締切 12/25
10、 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）
11、第 65 回日本医学検査学会 H28.9.3、4 神戸市 申し込み締め切りは未定
（同時開催：IFBLS2016 （第 32 回世界医学検査学会）、第 63 回日本臨床検査医学会学術集会）
12、平成 27 年度 日臨技臨時総会 H28.1/23（土）10 時～ 大森東急 REI ホテル
13、その他
＜協議事項＞
1、組織強化セミナー3/27（日）について
2、日臨技臨時総会への議決権行使について はがき（1/22 必着）web （1/2215 時）→未行使者への督促
3、知事表彰祝賀会開催計画について H28.3/12
発起人会、祝賀会開催日・会場候補、講演会の有無
4、その他
以上
次回 平成 28 年 1 月 12 日（火）18:30～ 熊臨技事務所

平成 27 年 12 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（再掲載）
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 28 年 1 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の再募集
第 48 回熊本県医学検査学会の一般演題の再募集を致します。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（延長）
平成 27 年 11 月 1 日～平成 28 年 1 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 以降で作成して下さい。
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 28 年 1 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

第 48 回 熊本県医学検査学会 懇親会における余興応募のご案内

謹啓
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、平成 28 年 6 月 4 日（土）に熊本県医学検査学会の懇親会を開催予定にしております。今回は会
員皆様の力をお借りして、余興を行ないたいと考えております。詳細は下記の通りです。多数の皆様の
ご応募をお待ちしております。
勤白
記
【日 時】

平成 28 年 6 月 4 日（土）

【場 所】

KKR ホテル

18：00～20：00 （17：30～受付開始）

【応募締切】 平成 28 年 3 月 31 日（木）
【応募先】

熊本赤十字病院 検査部

川口 謙一

TEL：096-384-2111 内線 6371
Mail：kensa@kumamoto-med.jrc.or.jp
【詳 細】
① 申込はメールにてお願いいたします。
※参加者の氏名・会員番号（代表者のみ）
、参加人数、内容をメール本文に入力して
お申込下さい。
② 1 チーム 5 分程度（人数制限はありません。１人での応募も可能）
③ 発表（出演）形式は問いません。（当日は映像による出演なども可）
④ 入賞チームには景品等を準備致します。
⑤ 採点形式は当日発表致します。

以上

平成 28 年 1 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、検査データの見方、考え方などをテーマにシリ
ーズ⑤で研修会を開催します。今回の研修会は、「こんなデータがでたらどう考えるか」と
いうテーマで開催致します。
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 28 年 2 月 17 日 (水)

【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

18:30～20:00
(非会員 3000 円)

【講 演- 1】 （ 20 分）『 未定』 講師；関東科学
『気になる検査データの見方シリーズ ⑤』
講師：山内露子技師 （熊本大学病院中央検査部）
【会場案内】

山崎記念館

【連絡先】

陣内会

陣内病院 臨床検査部 井島 廣子 (TEL 096-363-0011)

平成 28 年 1 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、患者接遇をテーマに、
現場での接遇について、簡単な実技を交えての内容で行います。
皆様に少しでもためになる内容をお話しして頂きますので、ご多忙の折とは存じますが、
多数の参加をお願い致します。
謹白
記
【日

時】 平成 28 年 2 月 24 日（水）

【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
【講

18:30～20:00

(非会員 3000 円)

演】 『 病院における接遇のあり方 』
講師：上島 さやか

技師

（水俣市立総合医療センター）

『 あなたの接遇は大丈夫？ 』
講師：新屋敷 紀美代

技師

（熊本第一病院）

【会場案内】
中央診療棟 3F

（中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室）

【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)

平成 27 年 12 月吉日

会員各位
社）熊本県臨床検査技師会
臨床一般部門長

松岡拓也

「熊本県臨床一般部門尿沈渣研修会のお知らせ」
拝啓

会員各位にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

臨床一般部門では下記の通り、尿沈渣研修会を開催します。午前中は尿検査の講演、午後より尿
沈渣実習（基礎，応用）を行います。つきましては、受講人数に限りがありますので、受講希望
の方は下記の必要事項をご記入の上、１月末までに下記 mail までお申し込み下さい。
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。
敬具

記
日

時：平成 28 年 2 月 14 日（日）9：30～15：30

場

所：熊本保健科学大学

内

容：Ⅰ．講演

熊本市北区和泉町 325

9：40～11:50

①「尿定性とともに考える尿沈渣」
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」
講師

熊本県臨床一般部門員（松岡拓也、近藤妙子、亀山広喜、上村弘子）
Ⅱ．尿沈渣実習

受講料：午前中の講義のみ

12：50～15：30（予定）
1,000 円

午前中の講義＋午後の実習

3,500 円

注）①午後の鏡検実習は標本準備の都合上、最大 80 名までとなるため、締切日以前に 80 名に
達した場合はその時点で受付を終了しますのでご注意下さい。
②技師会未加入者は、受講料以外に別途 3,000 円を徴収します。
③弁当希望者は、受講料以外に 600 円を徴収します。
この講習会は認定一般検査技師（終日参加者のみ），糖尿病療法指導士の研修会単位が付きます。
①研修会名

②会員番号

⑦認定一般検査技師有無

③氏名

④施設名

⑤連絡先電話番号

⑥連絡先メールアドレス

⑧午前中の講義のみか午後の実習までか

⑨弁当注文の有無

を明記の上、お申し込み下さい。
12/1～1/31 の期間に taeko-kondo@saiseikaikumamoto.jp（近藤妙子）にお申し込みください。
※申込後一週間以内に連絡がない場合、096-351-8000（内線 2080）近藤までご連絡下さい。
※問い合わせ先：〒861-4193 熊本市南区近見 5-3-1
済生会熊本病院 中央検査部 病理・一般部門

松岡拓也

TEL 096-351-8000（2080） E-mail：takuya-matsuoka@saiseikaikumamoto.jp

平成２７年球磨郡青年団事業

糖尿病予防啓発出前講座出動報告

開催日：2015 年 12 月 9 日（水曜日）19 時～21 時
会場：球磨郡あさぎり町青年会館
企画・主催：球磨郡青年団協議会
共催：平成 27 年度糖尿病フォーラム実行委員会
協力：人吉保健所・看護協会・臨床検査技師会・栄養士会
働き盛り期の世代が糖尿病の発症予防に関する知識と技術を学び、予防のための行動変容につなげるき
っかけづくりとして、昨年に引き続き 2 回目の開催となりました。
講演が始まる前に体験コーナーとして血糖測定（臨床検査技師）
、血圧・体脂肪測定（看護師）
、食事指
導（栄養士）などを行いました。技師会は出前講座として、血糖自己測定体験を行いました。血糖自己測
定を体験することで、血糖値が高かったらどうしようという不安や、初めて自分の指に針を刺すことで緊
張気味の体験者が多数でしたが、
「思ったより痛くなかった。」「こんなに簡単に測れるんですか！」と、
測定値を見て説明すると安心されたようでした。会場に入る前に夕食を摂ったがこの後飲む機会がある人、
夕食まで時間があるのでお菓子を間食した人、空腹で飲み物だけ飲んできた人などそれぞれの若者に、食
習慣の乱れが習慣化、継続すると必ず、5 年後、10 年後は今のこの血糖値より上がりますよと呼びかけ、
血糖値の日内変動や健診データなどの受け止め方について注意を促しました。
糖尿病認定看護師による「ストレスからは逃げられない！お酒は飲んでも飲まれるな！」と題した講話
があり、会場の中にはアロマディフューザーや癒しのＢＧＭが流れていました。
講義の中にグループワークが組み込まれており、ファシリテーターとして参加しました。
ストレス反応からでるストレスホルモン（アドレナリン、コルチゾール）で血糖が上がり、
ストレス対処を間違ってしまうとさらに血糖があがってしまうので暴飲暴食、アルコールの摂取の仕方に
は気をつけていきたいなど、グループ発表ではいろいろな意見が聞かれました。
文責：回生会 堤病院

上蔀 由美

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
平成28年2月～平成28年3月
予定日 場 所
主 題
2月13日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会

2月14日 熊本市

臨床一般部門研修会

2月17日 熊本市

生物化学分析部門研修会

2月23日 熊本市
2月24日 熊本市
3月10日 熊本市

臨床血液部門研修会
臨床生理部門研修会
病理細胞部門研修会

内 容
実用的輸血検査の基本と輸血医療の安全性について
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
①メーカーによる情報提供
②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？～
未定
脳波検査について
サーベイ解説

＊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
ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
検体検査 専門 20

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

検体検査
生体検査
検体検査

専門
専門
専門

20
20
20

