
平成 28 年度 第 3 回理事会 議事録 

日 時： 平成 28年 9月 11日（日）１３：４０～１４：４０ 

場 所： 熊本保健科学大学 １２００S 講義室 

  （〒861-5598 熊本市北区和泉町 325 TEL096-275-2111） 

出席者： 増永 純夫、田中 信次、松本 珠美、野中 喜久、坂口 司、河野 公成、 

逢坂 珠美、福吉 葉子、今田 龍市、川口 謙一、工藤 圭子、西村 仁志、 

石橋 浩三、渡邊 正剛、山住 浩介、佐々木康雄、上島さやか、春山 哲男、 

岩崎 晃史、古閑 公治、外口憲一郎、田上 さやか、田上 圭二、岡崎 孝憲、 

宇佐美祥子、中島 みどり 

＜監事＞ 原田 精一 

欠 席（委任状）：三牧 司佳、小田和健一、片山 卓也、竹内 保統、上原 正信 

 

＜報告事項＞ 

１．会長報告 ： 熊臨技関係、日臨技・九州支部関係 

２．各部報告 

   ・総務（野中）：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）：会員名簿作成  

   ・渉法（逢坂）：平成 28年度賛助会員募集 

   ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査 精度保証研修会 

   ・学術（今田）：部門長会議、学術部講演会、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（西村）：公益法人移行に伴う整備、検査説明・相談ができる検査技師育講習会 

３．熊本地震関連情報 

   １）日臨技災害共済金申請状況 

   ２）KEEP活動報告 

４.その他 

 

＜協議・承認事項＞ 

１．平成 28年度・29年度 各種委員会案について（資料配布） 

資料の通り承認された。但し、役員推薦委員については各地区で調整後、書面による理事会承認とする。

また、本人の確認がとれていないものに関しては早急に対応する。 

２．熊臨技義捐金分配案について（資料配布） 

 熊臨技への義捐金総額（9/11 現在）は 4,732,377 円、これまで DVT 検診等で支出した金額 434,302 円、

残金 4,298,075円である。日臨技へ提出された被災会員申請書は 279件（9/2現在）で、その内訳は家屋全

壊 10件、大規模半壊 10件、半壊 44件、一部損壊 214件、床下浸水 1件であった。被災会員が多かったこ

とから、本義捐金は半壊以上の会員に対して配分するとの検討部会案が提出され、承認された。配分金額は

家屋全壊 10万円、大規模半壊 7万円、半壊 5万円し、会員が居住している家屋を対象とし、罹災証明書で

確認後、本人へ手渡しする。申請書の最終締め切りは 11月末となった。 

３．第 49回熊本県医学検査学会開催案について  

担当 県北地区  学会長 山住 浩介 理事    

（案）日時 平成 29年 5月 21日（日） 場所 山鹿市民交流センター 

学会開催に先立ち、県北地区懇談会を開催することとなった。 

平成 28年 11月 12日（土）15：00～ 山鹿市民交流センター 

４．その他 

  特になし 

 

以上 



平成 28 年度 第 6 回常務理事会 
日 時： 平成 28 年 9 月 6 日（火）18:30 ～ 
場 所： 熊臨技事務所会議室（大窪 1 丁目 6-3、TEL 096-324-8477、FAX 200-1221） 
出席者： 増永、田中、松本、坂口、河野、福吉、今田、川口、逢坂、西村、工藤、野中 
欠席者： なし 
 
＜報告事項＞ 
1、会長報告；日臨技・九州支部関係 検体採取等に関する厚労省指定講習会受講率（7/12 現在）

58.7％（全国平均 41.6％）、KEEP Project DVT 検診ボランティアを九州各県に要請済み、熊臨

技関係 会旗を県学会には間に合うよう依頼済み。 
2、各部報告 
   ・総務（野中）：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）：会員名簿 部門対抗ボーリング大会 
   ・渉法（逢坂）：平成 28 年度賛助会員募集 
   ・事業（福吉）：熊本県精度管理調査 精度管理試料配布 10/18～ 
   ・学術（今田）：部門長会議 学術部講演会 11/5 
   ・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（西村）：公益法人移行に伴う整備 

3、熊本県医療保健福祉団体協議会 9/7（水） ﾃﾙｳｪﾙ熊本 19：00～ 田中出席予定 
4、静脈血栓塞栓症講習会・弾性ストッキングコンダクター講習会 in KUMAMOTO 
   8/20(土)熊大病院 医学総合研究棟３Ｆ 9：00～17：30 参加者 170 名 
5、Keep プロジェクトＤＶＴ検診について 
   8/21（日）熊本市民病院（受診者 43 名）および益城町テクノ仮設住宅（受診者 49 名）  
   9/22（木）熊本市民病院および検討中 九州各県からの技師協力を依頼済み 
6、検査・説明のできる臨床検査技師育成講習会 8/20・21 参加者 52 名  
7、第 48 回熊本県医学検査学会  担当 県央地区（熊本市）  

日時 平成 28 年 9 月 11 日（日） 場所 熊本保健科学大学  
学会長 坂口 司理事  実行委員長 川口 謙一理事  

8、第 49 回熊本県医学検査学会  担当 県北地区（玉名市） 
   日時・場所 未定   学会長 山住 浩介技師（玉名中央病院） 
9、シティＦＭ出演者の選抜 6/22（手蓑技師）12/21（岡技師）12/28（黒田技師）テーマ：糖尿

病 
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 佐賀市文化会館 
  10/7（金）九州支部会議 佐賀市 増永、田中、松本出席予定 
11、検査と健康展 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 11/27 昨年同様の検査項目を予定 
12、IFBLS2016 （第 32 回世界医学検査学会）震災ブースのポスター参加 
13、日臨技災害補助金申請について 
14、熊本地震による熊臨技への義援金使用について 
15、その他 
＜協議事項＞ 
1、全国検査と健康展について 熊本地震での検査技師の活動が分かるようなポスターを準備する。

内容は IFBLS2016 のものを一般の方にも分かるように再編集する。 
2、H29 年度県学会日程変更について 当初、6 月の第 3 週を予定していたが、全国学会と重なる

ため日程を変更する。5 月 21 日を候補として調整していく。 
3、今年度医・保・福連携学会のテーマについて H29 年 1 月 22 日 熊本テルサにて開催予定。本

学会は多種多様な医療職の団体によるものであり、今年度は「それぞれが震災時に行ったこと（出

来ること）」をテーマの候補として会議に提出する。 
4、その他   
・精度保証研修会や検査･説明のできる臨床検査技師育成講習会などのテキストの余剰分を 500 円

で熊本県医学検査学会で販売する。先着順とする。    
・熊臨技への義捐金を義捐金配分部会で検討し、配分案が提出された。理事会にて正式決定となる。

申請書提出は 279 名（9/2 現在）。内訳は以下の通り。家屋全壊 10 名 大規模半壊 10 名 半壊

44 名 一部損壊 214 名 水害 1 名。なお、一部は日臨技へ送付済み。残りは準備が出来次第、順

次送付予定。 



熊本地震による災害共済金及び会費減免措置を申請された会員の方へ 
 
 これまでに申請のあった会員は 280 名を越えました。熊臨技では一次締め切り（8 月末）

前でしたが、特に被害の大きい全壊、大規模半壊の方の分を 9 月初めの理事会に間に合う

よう日臨技に送付致しました。現在、その方々については日臨技で手続き中です。 
それ以外の方の分は順次発送していきますが、次回の日臨技理事会は 12 月とのことですの

で、支払等の手続きは 1 月以降になるようです。大変、遅くなり申し訳ありません。 
 
 また、熊臨技の義捐金に関しては先日（9 月 11 日）の理事会で義捐金配分が決定いたし

ました。今回は、申請者が多数となりましたので、家屋が半壊以上の方を対象にお支払す

ることなりました。該当の方にはこちらから追って連絡いたしますので、しばらくお待ち

ください。よろしくお願いいたします。  
 

問合せ先：野中喜久（熊臨技 総務担当 常務理事） 
〒861-5598 熊本市北区和泉町 325 

熊本保健科学大学 
TEL 096-275-2268 FAX 096-245-3172 

                       e-mail nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp 



  

会員各位                                                           平成 28年 9月吉日                        
一社）熊本県臨床検査技師会 

学術部長 今田 龍市 
               

平成 28年度 優秀演題賞受賞者のご紹介について 
 

謹啓 時下、会員の皆さまにおかれましては、益々ご清栄の事と存じます。去る 9 月 11 日（日）熊

本保健科学大学にて平成 28 年度熊本県医学検査学会が開催されました。本年も、若い世代の方々の活

発な演題発表が多数あり会場は熱気に包まれていました。その中でも、下記の 3名の方が見事に優秀演

題賞を受賞されましたのでご紹介いたします。 

 最後に、学会運営スタッフおよび学会参加の会員の皆さま、大変お疲れさまでした。 
                                           謹白 
【熊本医学検査学会（熊本市） 優秀演題賞】 

①LAMP法が早期診断に有用であった Legionella longbeachaeによる重症肺炎の一例 

天草地域医療センター  有田 昇平 

 

②急性前骨髄球性白血病の髄液への浸潤          熊本医療センター  川畑 小百合 

 

③長期透析患者の尿中に腫瘍細胞を認めた透析腎癌の１例    済生会熊本病院  杉野 香澄 

 

受賞者の方へ。 

受賞おめでとうございます。次のステップである論文に是非、挑戦してください。『くまもと医学検査』

への投稿をお待ちしております。 

 

尚、『くまもと医学検査』の投稿については下記をご参照ください。 

 

1.提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

2.論文本文および書類の提出期限 

平成 28年 11月 18日（金） 

3.論文の提出方法 

    ＣＤ－Ｒにて送付 

4.提出先 

 〒862－0975 熊本市中央区新屋敷 1-17-27  くまもと森都総合病院 

 臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp） 

mailto:imada@k-shinto.or.jp


                            平成 28年 9月吉日 

会員各位 
 

                      一社）熊本県臨床検査技師会 
                         学術部長  今田 龍市 

『くまもと医学検査』の投稿論文募集について 
 

  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。現在、

『くまもと医学検査』の投稿論文募集しているところですが、まだ投稿論文がほとんど

ない状況にあります。 

本年度も、年度内の発刊を目指しており、特に県学会での優秀演題賞を受賞の方は、

是非エントリーをお願いいたします。多数の論文投稿を期待しております。 

また、学術奨励賞につきましては、多くの会員が対象となるように、所属施設の推薦が

あれば他の冊子への投稿論文も選考の対象になります。つきましては、下記の要綱にて、

『くまもと医学検査』への投稿および学術奨励賞候補論文の推薦もお願いいたします。        

また、本年度は、締切が例年と異なりますのでご注意ください。 

謹白 
 
                  記 

 

1.提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 

＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

 

2.論文本文および書類の提出期限 

平成 28年 11月 18日（金）厳守 

 

3.論文の提出方法 

 ＣＤ－Ｒにて送付 

4.提出先 

 〒862－0975 熊本市中央区新屋敷 1-17-27  くまもと森都総合病院 

 臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp） 

 

   ＊論文投稿予定の方は早めにご連絡下さいますようお願い致します。 

mailto:imada@k-shinto.or.jp


               平成 28 年 10 月吉日 
会員各位 

第 49回熊本県医学検査学会 
                              学会長  山住浩介 
        
 

「第 49 回熊本県医学検査学会」開催のご案内 

 
 
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。 

 さて、下記の日程で、第 49 回熊本県医学検査学会を山鹿市にて開催致します。 
 今回は前日に懇親会を企画し、有意義かつ貴重な学会となるように開催したいと考えて

おりますので、ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加頂きますようお

願い申し上げます。 
 

 

記 

 

     会 期 ： 平成 29 年 5 月 21 日（日） 

    会 場 ： 山鹿市民交流センター  

懇親会 ： 平成 29 年 5 月 20 日（土） 

            場所：山鹿ニューグランドホテル（時刻未定） 

    
               

問い合わせ先：山鹿市民医療センター 
臨床検査科 渡邊                

                           TEL：0968-44-2185 
          



平成２８年１０月吉日 
会員各位 

第４９回熊本県医学検査学会 
学会長  山住 浩介 

 

第４９回熊本県医学検査学会演題募集のご案内 

 
 
第４９回熊本県医学検査学会の一般演題を募集いたします。 
これまでの研究成果や貴重な症例等がありましたら、今学会にてご報告いただくようお

願いいたします。演題の中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 
平成２８年１１月１日～平成２８年１２月３１日 

 
２．抄録受付期間 
平成２９年１月１日～平成２９年２月２８日 

 
３．抄録入力様式は熊臨技ＨＰをご覧ください。 
 
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いたします。 

スライドは Microsoft Windows Power Point 2007～で作成してください。 
 
５．申込先 

第４９回県学会学術部長 野中 裕直 
山鹿市民医療センター 臨床検査科 
TEL  0968-44-2185 （内線 156） 
E-mail : yamaga.cityhp.kensa@abeam.ocn.ne.jp 

演題申込みは、E-mail でお願いいたします。 
件名は、県学会演題申し込み とご記入ください。 

以上 

mailto:yamaga.cityhp.kensa@abeam.ocn.ne.jp


会員各位                                                       平成 28年 9月吉日                        
一社）熊本県臨床検査技師会 

                      学術部長 今田龍市 
実務担当 西村仁志 

              熊本県臨床検査技師会 

平成 28年度 学術部講演会のお知らせ 
謹啓 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。今年で第 9 回となります

学術部主催の講演会を下記の通り開催致します。今回は『検査データ、その変化は？』をテーマに各

研究部門より分かり易く講演して頂きます。また、特別講演と致しまして熊本赤十字病院 総合診療

科の遠山由貴先生をお招きして総合診療医としての検査値の診かたなどに関するご講演を賜ります。 
ご多忙の折とは存じますが、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 28 年 11 月 5 日（土）受付 12：30～ 

        場 所 ： 熊本大学医学部附属病院 医学総合研究棟 3 階 安全講習室 
        テーマ ： 「検査データ、その変化は？」 
              〜検査データの変化に見える臨床所見〜 
（プログラム） 
開会の辞   13：00～13：10 

一般演題１  13：10～14：30 

（座長） 済生会熊本病院 松岡拓也 

１）『その尿検査の結果は・・・』              上村弘子（熊本大学医学部附属病院） 

２）『敗血症!? その裏にかくれている疾患は・・・？』   松下久美子（天草地域医療センター） 

３）『細胞像とその変化』                   遠山亮佐（くまもと森都総合病院） 

４）『“血球減少に潜む病態”形態から迫る血液腫瘍』  津田 勉（熊本赤十字病院エスアールエル） 

 

休 憩      14：30～14：40 

一般演題２  14：40～15：40 

（座長） 陣内病院 井島廣子 

５）『輸血効果が見られないとき』             吉田朝子（熊本大学医学部附属病院） 

６）『頚動脈可動性プラークの 1例』                志水秋一（済生会熊本病院） 

７）『アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）のデータ変動』   山内露子（熊本大学医学部附属病院） 

休 憩       15：40～15：50 

特別講演   15：50～17：00 

       （座長） くまもと森都総合病院 今田龍市 

『総合診療科領域での検査データの推移』 

  熊本赤十字病院 総合診療科 遠山由貴 先生 

閉会の辞 17：00～17：10 

問合せ先 くまもと森都総合病院 臨床検査科  今田 龍市  TEL  096-364-6000 



平成 28 年 10 月吉日 
会員各位 

熊本県臨床検査技師会 
                            県北地区理事  山住浩介 
                                    石橋浩三 
                                    渡邊正剛 
 

「県北地区研修会および地区懇談会」のご案内 

  
 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。 
 さて、県北地区において下記の日程で研修会および地区懇談会を開催致します。 
 今回の研修内容は、熊本地震の際にご活躍された熊本大学医学部附属病院の池田技師長

を講師に招き、経験談を交えて災害時の検査室の対応についてご講演頂きます。 
 つきましては、大変お忙しい時期かと存じますが、会員皆様の多数のご参加をお願い申

し上げます。 
 

記 
 
      日時 ： 平成 28 年 11 月 12 日（土曜日） 15：00～ 
              15：00  開会・講演 
              16：00  地区懇談会 
              18：00  懇親会 
 
      場所 ： 山鹿市民交流センター  １F 中会議室 
 
      講演 ： 「災害に強い検査室をめざして」 
             ～熊本地震を体験して～ 
                熊本大学医学部附属病院  

中央検査部 臨床検査技師長  池田 勝義 氏  
 
尚、研修会・地区懇談会終了後、懇親会を予定しています。 
参加ご希望の方は、下記連絡先へ 11 月 4 日（金）までにご連絡ください。 
                                                                         

連絡先：山鹿市民医療センター 臨床検査科 渡邊                
                    TEL：0968-44-2185 



平成 28 年度 第 2 回熊本県糖尿病療養指導研修会 
テーマ [ くまもとの糖尿病医療を支え合おう ] 

○ 開催期日 平成 28 年 11 月 3 日木曜日（祝日） 
○ 開催場所 熊本県立大学（中ホール）＊会場は中ホール 
       http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2010/other/kotsuaccess.html（交通アクセス） 
○ 主  催 熊本県糖尿病療養指導士会・ニプロ株式会社 共催 
○ 参 加 費 非会員 2,000 円 
○ 認定内容  1 群（看護師）２単位申請中 

     2 群（糖尿病療養指導）２単位申請中 
     熊本地域糖尿病療養指導士（認定更新のための単位）1 単位申請中 

受  付 （8 時 40 分～8 時 55 分） 
開会の辞 （8 時 55 分～9 時 00 分） 

午前の部《講演》     

 座長:国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 糖尿病看護認定看護師 川浪 美保先生 

1.（9時 00分～10時 30分） 

 演題『 糖尿病専門医が見た原発事故 ～震災後の心と体のケアを考える～ 』（90分） 

         医療法人たねだ内科クリニック 院長 

日本糖尿病学会専門医・指導医 種田 嘉信先生 

2.（10時 40分～11時 50分） 

演題『  東日本大震災を経験して ～震災時の糖尿病看護を考える～ 』（70分） 

         医療法人たねだ内科クリニック  看護師長    

日本糖尿病療養指導士 

福島県糖尿病療養指導士 いわき支部副支部長 名城 真弓先生 

（11時 50分～12時 25分）昼食 

※※※※※ 昼食は、こちらでお弁当を準備します ※※※※※ 

午後の部《講演》 

4.（12時 25分～13時 35分） 

   演題『当地域における震災時糖尿病ケアへの取り組み～熊本地震を経験して～』（70分） 

           国保水俣市立総合医療センター 

糖尿病看護認定看護師 本田 千晶先生 

5.（13時 45分～14時 45分） 

 座長:国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 糖尿病看護認定看護師  川浪 美保先生 

   演題『肥後っこスマイルサマーキャンプの活動を知ろう』 

      -小児 1型糖尿病患児とその家族への生活指導-（60分） 

熊本県立大学 名誉教授                

                     日本糖尿病学会専門医・指導医 福島 英生先生 

6.（14時 55分～16時 05分） 

演題『 療養指導カードシステムを用いた糖尿病指導、連携の導入経験 』（70分） 

      一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター 

                     糖尿病看護認定看護師 今村 敬代先生 

連絡事項（16時 05分～16時 15分） 

閉会の辞 

企画責任者：川浪美保 



 
 
 

平成 28 年度 第 2 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ：『 くまもとの糖尿病医療を支え合おう 』 

 

○ 開催期日 平成 28 年 11 月 3 日木曜日（祝日） 
○ 認定内容   

1 群（看護師）２単位申請中 
2 群（糖尿病療養指導 CDEJ）２単位申請中 
熊本地域糖尿病療養指導士 CDE-Kumamoto（認定更新のための単位）1 単位申請中 
※ 注意 CDEJ 及び CDE-Kumamoto の方で 1群以外の（単位取得希望者）は 

当日、CDEJ/CDE-Kumamoto の番号を控えてきてください。 

番号の提示がない場合は、認定証の交付が出来ませんのでご注意ください。 

《研修会参加申し込み用紙》※申込先は下記をご確認ください 

施   設   名 氏  名 電  話 

 
 

  

 
  下記の〔 〕内の該当する項目に○をつけてください。 

 
 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 1 群・第２群・CDE-Kumamoto・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、10月 26 日（水）までにご参加の申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》谷田病院 栄養科内 上野愛 宛て 

    ＦＡＸ 096-234-4333  ＴＥＬ096-234-1248 
※今年度より申込先が変更になっています。お間違えの無いようご注意ください。 

谷田病院 栄養科 上野 愛行き 



平成 28 年 10 月吉日 
会員各位 

臨床微生物・遺伝子部門 
部門長 磯﨑 将博 

共催：熊本県臨床検査技師会、ベックマン・コールター株式会社 
 

臨床微生物・遺伝子部門合同講演会のご案内 
 
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。 

さて、今年度第 1 回目の臨床微生物・遺伝子部門合同講演会を開催いたします。ご多忙の折とは存じ

ますが、多数のご参加をお願い申し上げます。 
謹白 

記 
日 時：平成 28 年 11 月 19 日（土）13：30～17：00（受付 13：00～） 
会 場：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階 第 4 講義室 
 

プログラム 
【話題提供】 
「ベックマン・コールターから、新製品についてのお知らせ」 

ベックマン・コールター株式会社 MB 事業部 西日本営業部 宮田 浩 先生 
【一般演題】                     座長 熊本保健科学大学 正木 孝幸 技師 
1． 「Escherichia の新種 E. albertii について」 

天草地域医療センター 磯﨑 将博 技師 
2． 「当院におけるマイコプラズマ LAMP 法の検査状況について」 

天草地域医療センター 有田 昇平 技師 
3． 「血液培養から分離された Helicobacter cinaedi の一症例」 

熊本中央病院 工藤 康太 技師 
4． 「熊本県内における血液培養の分離状況について（KCMN からの報告）」 

熊本労災病院 浜島 智央 技師 
5． 「熊本県内における耐性菌の分離状況について（KCMN からの報告）」 

熊本総合病院 木下 まり 技師 
【JAMT Scientific FESTA 伝達講習】           座長 熊本労災病院 森口 美琴 技師 
「Microscopic Interpretation for Clinical Presentation of Infectious Diseases by Gram Stained Smear」 

公立玉名中央病院 永田 邦昭 技師 
【特別講演】                座長 天草地域医療センター 磯﨑 将博 技師 
「臨床微生物検査の最新トピックス～菌トレで振り返る 2016～」 

東京医科大学微生物学講座 教授 大楠 清文 先生 
 
 
講演会終了後、懇親会を行います。多数のご参加をお願いいたします。 
お申し込みは、メールにて磯﨑（ m.isozaki75@gmail.com ）までお願いします。 

mailto:m.isozaki75@gmail.com


平成 28 年 9 月吉日 
天草地区 
臨床検査技師会会員 各位 
 

 熊本県臨床検査技師会 
 天草地区理事 片山卓也 

   岩崎晃史 
公印略 

天草地区研修会(情報管理部門)のご案内 

 
謹啓 
 初秋の候、皆様にはいっそうご活躍のこととお慶び申し上げます。  
さて、平成 28 年度天草地区研修会情報管理部門のご案内を申し上げます。 
会員の皆様は日常業務中に予備の試薬等が無く慌てた経験がございませんでしょうか？ 

そこで今回は、そのような経験を元に作成された Excel を使った検査室での在庫管理シス

テム（SPD）の運用事例を紹介して頂きます。また、実際に Excel を用いてシンプルな在

庫管理システムの作成方法をプレゼンして頂きます。 
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 28 年 10 月 28 日（金） 18 時 30 分～ 

場所：天草地域医療センター 健診センター2 階会議室 

内容：「Excel を使った在庫管理システムの紹介＆作り方」  

   講師：河島 慎一 技師 

（天草市立牛深市民病院 検査室） 

 
 

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください 
天草市立牛深市民病院 
検査室 鳥羽瀬成美 

 連絡先 0969-73-4171 



月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数

11月5日 熊本市 平成28年度　熊臨技学術部講演会

①その尿検査の結果は…
②敗血症!?その裏にかくれている疾患は…？
③細胞像とその変化
④“血球減少に潜む病態”形態から迫る血液腫瘍
⑤輸血効果が見られないとき
⑥頸動脈可動性プラークの１例
⑦アルカリフォスファターゼ（ALP）のデータ変動
⑧総合診療医の検査値の診かた

検体検査
生体検査

専門 20

11月19日 熊本市 臨床微生物・遺伝子部門合同講演会

・一般演題①～⑤
・JAMT Scientific FESTA伝達講習
・特別講演
「臨床微生物検査の最新トピックス～菌トレで振り返る2016～」

検体検査 専門 20

11月20日 熊本市 臨床生理部門研修会 基礎超音波医学　～超音波検査士試験対策～ 生体検査 専門 20
11月22日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固（応用編）または症例検討会 検体検査 専門 20

11月24日 熊本市 病理細胞部門研修会
第４回症例検討会
　①症例１
　②症例２

検体検査 専門 20

11月27日 上益城郡 全国「検査と健康展」 骨密度、血管年齢、体組成測定など 公益事業 基礎 20
1月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波認定士試験対策② 生体検査 専門 20

1月24日 熊本市 臨床血液部門研修会

症例検討会
　①症例１
　②症例２
　③症例３

検体検査 専門 20

1月26日 熊本市 病理細胞部門研修会 プロセッシングのメカニズム 検体検査 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「生涯教育講座研修過程」プログラム

　平成28年11月～平成28年 1月 熊臨技生涯教育委員会
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