
平成 28年度 第 8回常務理事会 

日 時： 平成 28年 11月 8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、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；日臨技関係：認知症研修会 H29.1.15  全国検査と健康展 熊本地震対策費用（日臨技

は 8,470,079円、熊臨技は 434,302円） 九州支部関係：技師連盟九州ブロック会議報告、長崎県から

今回の地震に関する講演依頼あり→田中副会長派遣 熊本県関係；自治体学会における熊本地震の発表

→市民病院斉藤技師に依頼、H29.4.22-23熊本地震シンポジウム シンポジスト 2名、DVT検診技師 20

名以上の出動依頼あり 

 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 法人報告書について 

   ・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（10/17） 

   ・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、熊臨技災害見舞金の配布 10/16.23 熊本中央病院にて 

4、「熊本地震シンポジウム 2017」実行委員会 10/23 16：00～ 熊大 田中出席 

5、熊本県医療保健福祉団体協議会 11/2（金） ﾃﾙｳｪﾙ熊本 19：00～ 田中出席 

6、平成 28年度 学術部講演会 11/5 12：30～ 「検査データ、その変化は？」 

   特別講演「総合診療科領域での検査データの推移」熊本赤十字病院 遠山由貴先生 

   127名参加、その後、部門別ボーリング大会（47名参加）、懇親会（65名参加）。 

7、地域ニューリーダー育成研修会 11/5～7 晴海ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 野中参加 

8、県北地区研修会および地区懇談会 11/12 15：00～ 山鹿市民交流センター  

9、検査と健康展 11/27 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 昨年同様の検査項目を予定。 

10、第 56回日本臨床化学会年次学術集会 12/2.3.4 熊大附属病院 スタッフ協力依頼あり 

11、ＫＥＥＰプロジェクト フォローアップ検診 12/3.4 12/24.25 熊臨技に協力依頼あり 

12、第 10回医療・保健・福祉連携学会 H29.1.22（日）熊本テルサ  

  医療技術連携部会「救援活動から見えてきたもの」 済生会熊本病院 山本多美技師 

13、第 49回熊本県医学検査学会  担当 県北地区（玉名市） 

    日時 平成 29年 5月 21日（日）場所 山鹿市民交流センター    

懇親会 平成 29年 5月 20日（土）場所 山鹿ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 時間未定 

学会長 山住 浩介技師（玉名中央病院） 

14、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 

15、その他 

＜協議事項＞ 

  1、全国検査と健康展について 11/27 イオンモール熊本で開催決定。スタッフは募集中であるが、

申込み者が少ない場合には常務理事をはじめ役員で対応する。測定機器は熊保大から借用する。配布物

の準備等を 11/15に行う。 

2、表彰推薦について 平成 28年度熊本県知事表彰の候補者を表彰推薦委員会で推薦して頂く。その後、

理事会での承認を経て、熊臨技からの推薦者として県へ連絡する。 

3、その他 県精度管理調査案内および申し込み方法について：現在、医師会を通じて案内を出してい

るが、徹底されておらず、申込み登録も FAX送付とエクセルの入力で担当者の負担となっている。その

ため、WEB での申込みシステムを採用することとなった。導入費用は約 20 万円。技師会や医師会の HP

にリンクを貼り、広く広報する。また、従来の書面による案内も並行して行う。一方、近年、試料作成

費が高騰していることから参加費の値上げを県医師会へ検討していただくようお願いする。第 49 回熊

本県医学検査学会反省：実行委員による反省会が行われ、議事録が資料として配布された。抄録の乱丁

対応や会員以外の参加費徴収について混乱があった様子。次回の参考となるよう、実行委員へ配信する

こととなった。熊本震災について：地震発生から DVT検診など熊臨技が活動した記録をまとめ、2月号

のニュース版に掲載することとなった。 



平成 28年 11月 14日 

会員各位 

一社）熊本県臨床検査技師会 

組織部 河野 公成 

 

 

熊臨技会員名簿の確認依頼ならびにお詫び 

 

平素より熊本県臨床検査技師会にご協力戴き誠にありがとうございます。 

この度、会員名簿を作成するにあたり、当方の確認不足により記載漏れ、

記載間違いが判明いたしました。この書面をもちましてお詫び致します。 

誠に申し訳ございませんでした。今後は、このような間違いが起こらないよう

チェック体制を強化し、最善の対策を講じます。 

そこで、会員の皆様には今一度会員名簿を確認していただき、訂正が必要

な場合は 12 月 19 日までに下記連絡先までメールでご連絡をお願いいたします。 

次回以降のニュース版にて正誤表として一括訂正させていただきます。 

   

ただし、今回の会員名簿は平成 28年 7月 1日現在の情報を元に作成してお

りますので、その後の異動・新入会員等の追加には対応できていないことをご

了承ください。 

 

熊臨技会員名簿の確認締切：平成 28年 12月 19日（月） 

 

＜連絡先＞ 

〒862-8505 熊本市東区湖東 1-1-60 

熊本市立熊本市民病院 医療技術部 検査技術室 河野 公成 

TEL 096-365-1711 （内線 1245）FAX 096-365-1757 
E-mail kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 

 

【重要なお知らせ】 

今回の訂正はあくまでも熊臨技会員名簿の訂正です。 

職場の変更、姓の変更、住所変更など個人情報の正式な変更届けは、日本

臨床衛生検査技師会ならびに熊本県臨床検査技師会、両方の事務局へ各自ご連

絡をお願い致します。個人情報の変更届けは会員の義務です。 

mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


平成２８年１２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


平成 2８年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会 

日時：平成 29 年２月 4 日（土）13:00～17:30 

会場：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟３階 第 1 講義室 

 

12:00-13:00   受付 

総合司会 福吉葉子（熊臨技 事業部長） 

13:00-13:05  ◆開会挨拶                  熊本県医師会 会長 福田 稠 

 

13:05-13:25  ◆委員長からの提言            司会 池田勝義（熊臨技 副会長） 

         ｢ これからの臨床検査における精度保証とは（仮） ｣  

             臨床検査精度管理調査委員長（熊本大学教授）    松井啓隆 先生 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

13:25-14:00  ◆精度保証委員会から 

              「 精度管理調査報告会運営について（仮） 」 

                              池田勝義（精度管理専門委員） 

                              正木孝幸（精度管理専門委員） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

13:45-17:30  ◆平成 28 年度精度管理調査報告                 

14:00-14:20  (1) 概要について                西村仁志（熊本大学医学部附属病院） 

 

14:20-14:50  (2) 生物化学分析部門解析報告                         

 生化学検査・免疫血清検査      井島廣子（陣内病院）  

14:50-15:20  (3) 臨床血液部門解析報告                          

   血液検査・血液形態フォトサーベイ    津田 勉（熊本赤十字病院） 

15:20-15:30   －－－－－－－－－－－－－   休憩    －－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

15:30-16:00  (4) 臨床一般部門解析報告                         

     尿検査・フォトサーベイ       松岡拓也（済生会熊本病院） 

16:00-16:20  (5) 輸血細胞治療部門解析報告                          

輸血検査・フォトサーベイ           吉田雅弥（熊本赤十字病院） 

16:20-16:40  (6) 臨床微生物部門解析報告 

          微生物検査フォトサーベイ          磯崎将博（天草地域医療センター） 

16:40-17:00  (7) 臨床生理部門解析報告 

          心電図・エコー画像サーベイ         兼崎太輔（熊本赤十字病院） 

17:00-17:20  (8) 病理細胞部門解析報告 

病理細胞フォトサーベイ         田上圭二（済生会熊本病院） 

 

17:20-17:25  ◆本年度の精度管理調査に関する質疑応答          

 

17:25-17:30  ◆閉会挨拶                        熊本県臨床検査技師会 会長 増永 純夫 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

報告会当日に受付を行います。事前申込みの必要はありません。 

 

 

 

 

 



 

会場 



平成 28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 

 

「熊本県尿沈渣研修会～復興支援 がんばれ熊本！～」 

 

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．今年度は震災により中止も検討しまし

たが，講師の御厚意により開催することとなりました．今回鏡検実習はありませんが，尿沈渣の講演

に加え，新企画としてクリッカーを使用した参加型講義を行います．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，12/1～1/7の期間に下記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致します． 

敬具 

 

                     記 

日 時：平成 29年 1月 15日（日）9：00～12：30（多少変更の可能性あり） 

場 所：熊本保健科学大学 熊本市北区和泉町 325 

内 容：Ⅰ．講演 

「タイトル未定」 

Ⅱ．クリッカーを使用した参加型講義（アンケート方式） 

講 師：宿谷賢一 技師（東京大学医学部附属病院） 

受講料：会員  1,000円 

    非会員 3,000円 

 

注）①Ⅱの参加型講義は設備の都合上，最大 100 名まで（予定）となるため，締切日以前に 100 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今回，昼食（弁当）はありません． 

③鏡検実習はありません．1月 28～29日の九州卒後セミナー（鹿児島）にご参加下さい． 

④この講習会は糖尿病療法指導士の研修会単位が付きます． 

 

  ＜申込み方法＞ 

①研修会名 ②会員番号 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 

を明記の上，下記メールアドレスにお申込み下さい． 

12/1～1/7の期間にippankensa@kumamed.jp（川畑小百合） 

※申込後一週間以内に連絡がない場合，096-353-6501（内線 3308）川畑までご連絡下さい． 

※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 28 年 11 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(基礎)のご案内 

 
謹啓 
 晩秋の候、ますます御健勝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基礎分野のご案内を申し上げます。 
皆様は血液ガス検査のデータきちんと理解できていますか？血液ガス分析は、患者の病

状が刻々と変化するため、5～10 分前のデータ、ましてや生化学や血液凝固検査で行う前

回値チェックなどはまったく役に立ちません。そのため、その都度データを読み解く必要

があります。 
今回の研修会では、緊急検査の基礎ということで血液ガスついて講演していただきます。 
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 12 月 16 日（金） 18 時 30 分～ 

場所：天草地域医療センター ヒポクラート 

講演：「血液ガスの基礎とデータの見方」 

       講師：大久保 和弘先生 

（アイ・エル・ジャパン株式会社 クリティカルケア 学術部長） 
 
 

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください 
天草地域医療センター 岩崎 
連絡先 Tel:0969－24－4111 

Mail:( labo@amed.jp) 



平成 28年 11 月吉日 

関係各位 

 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 南 惣一郎 

臨床検査総合管理部門長 森  聖二 

実務担当（熊本県） 西村 仁志 

 

平成 28年度日臨技九州支部卒後研修会 臨床検査総合管理研修会のご案内 

 

 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、支部卒後研修会の臨床検査総合管理研修会を、下記のとおり熊本県において開催するはこびとな

りました。つきましては、実務委員一同、会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。 

 

記 

 

メインテーマ【 災害時の臨床検査対応ついて考える！ 】 

 

[主 催]  一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 九州支部  

[担 当]  一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 臨床検査総合管理部門 

[日 時]  平成 29 年 1 月 21日（土）12：30 ～18：00 

[会 場]  熊本大学医学部附属病院 山崎記念館１階ホール 

            〒870-0839 熊本市中央区本荘1-1-1  

[募集人員]  50 名   ※定員になり次第締め切ります。 

[受 講 料]  3,000 円 (資料含む)  

      ※受講料は研修会当日、受付にて徴収致します。 

[申込方法]  日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録より申し込んで下さい。 

   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込みより「平成 28年度日臨技九州支部臨床検査総合管理研修会」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。 

※諸事情により日臨技ホームページより申し込みできない方は、下記問合せ先に、メールで申し込んで 

下さい。 

[締め切り]  平成 28 年 12 月 26 日（月）  ※定員になり次第締め切ります 

[問合せ先]  熊本大学医学部附属病院 中央検査部  西村 仁志 

            TEL: 096-373-5697  e-mail: h-nishimura@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp 

   ※会員証での受付となりますので、必ず会員証をご持参してください。 

   ※車でお越しの場合は、熊本大学医学部附属病院 駐車場 をご利用ください。 

 



『日臨技九州支部 臨床検査総合管理研修会』 

メインテーマ【 災害時の臨床検査対応ついて考える！ 】 

【 プログラム 】 

開催日：平成 29年１月 21日（土） 12：30～18:00 

場 所：熊本大学医学部附属病院 山崎記念館１階ホール 

         （総合司会）西村 仁志（一般社団法人熊本県臨床検査技師会 臨床検査総合管理部門長） 

12：30～    受付 

13：00～13：10  挨拶                                    佐藤  元恭 （日臨技九州支部支部長） 

                                           森  聖二（日臨技九州支部臨床検査総合管理部門長） 

＜ 講 演 ＞ 

13：10～13：50                                       （座長）森  聖二（長崎医療センター） 

  【 講演 1 】 「熊本地震！災害復旧への取組み」 

                               講師：河野 公成 技師 （熊本市民病院） 

13：50～14：30  

  【 講演 2 】 「熊本地震での臨床検査の災害対策地域連携について」 

                               講師：池田 勝義 技師（熊本大学医学部附属病院） 

14：30～15：10  

  【 講演 3 】 「震災における糖尿病療養支援 ～県外ボランティアとして参加した立場から～」 

                 講師：藤井純子 糖尿病看護認定看護師（佐賀大学医学部附属病院） 

 

15：10～15：30 休憩  

 

15：30～17：20 

 ＜ シンポジウム ＞ 各 20分   「 テーマ：災害の現状とこれから... 」 

                                            （座長）緒方 良一 技師 （宮崎市立田野病院） 

                                                    春田  昭一 技師 （済生会熊本病院） 

  1.「熊本地震での血液製剤供給体制について」 

                                                      續 隆文（熊本県赤十字血液センター） 

  2.「災害医療における検査技師の対応について ～事前に検討しておくべきこと～ 」 

                             緒方 良一 技師 （宮崎市立田野病院） 

  3.「検査メーカーからの災害支援体制強化への取り組みについて」 

                   小島 正裕（アボットジャパン株式会社） 

  4.「災害後の検査支援 ～Keep活動について～ 」 

                       城戸 亜耶乃 技師（熊本大学医学部附属病院） 

  5.「災害時何ができるか？」 

                                        濱崎 かおり（在宅訪問管理栄養士） 

 

17 : 20～ 閉会式 挨拶 田中 信次（一般社団法人熊本県臨床検査技師会副会長） 

           修了証書授与 



   「第５２回全国糖尿病週間行事における一般市民の医療相談」活動報告 

 

       日時：平成 28 年 11 月 13 日（日曜日）10:00〜19:00 

       場所：鶴屋百貨店本館 1 階サテライトスタジオ 

       主催：日本糖尿病学会及び日本糖尿病協会 熊本県糖尿病協会 

 

 この度、全国糖尿病週間事業における行事として、熊本市会場では、一般市民に対する糖尿

病治療（早期発見・早期治療）における医療相談を開催しました。会場を訪れた一般市民の方々

を対象に血糖測定（臨床検査技師・看護師）、糖尿病医学相談（専門医）、薬剤相談（薬剤師）、

栄養相談（管理栄養士）を行いました。 

 私たち臨床検査技師は血糖測定を担当し、血糖値の説明、血糖値の高い方は専門医による医

学相談へと誘導しました。今回は震災で健康診断をまだ受けられていない方も多く、昨年より

多くの方（888 名）の参加があり、一般市民の方々の糖尿病への関心の高さを実感いたしました。 

 
出動者：臨床検査技師（糖尿病療養指導士）  12 名    順不同 

 今田龍市（くまもと森都総合病院）       宮前美紀（熊本中央病院） 

 徳永好美（熊本機能病院）           岩木由紀子 

 岡美貴子（済生会熊本病院）                    山本義成（もりの木クリニック） 

 井島廣子（陣内病院）             薗田淑美（荒瀬病院） 

 眞部三容子（熊本第一病院）          光本尚美（熊本大学付属病院） 

 萩尾美恵（菊池郡医師会立病院）        手蓑京美（谷田病院） 

 

                       文責   谷田病院 手蓑京美 



 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

                      

                      
 
 
                       
 
 
                       

この啓発活動は、人吉保健所の参加要請を受けて、３年目の開催になります。前日の

雨で開催が心配されたのですが、今年も昨年に続き、人吉市九日町で行われる「とって

おきの音楽祭」の一角に健康コーナーが設置されました。医師会等地元の各職能団体が

参画して、様々なアプローチから啓発活動を提供しました。当技師会では、自己血糖測

定、パンフの配布を行いました。初めてのことで、ぎこちない対応に見えた新人技師さ

んも先輩の優しい指導のもとですぐに慣れ、テキパキと測定をこなしていました。 
***（被検者数） ８６名/午前、 32 名/午後 *** 

 

技師会会員の参加者 
・球磨郡公立多良木病院 
（古川美沙都、鎌田知樹、春山哲男） 

・JCHO 人吉医療センター 
（阪本裕子、坂本純輝、藤本みつき、岩崎李歩） 

・堤病院 
（深水由美、上蔀由美、西恵子） 

 

 この催しは、今後も続くであろうと思

います。糖尿病自己啓発活動を通して、 
一人でも多くの方に糖尿病の怖さを理解

して貰えたらと感じた一日でした。 
（文責）H28.11.5 
球磨郡公立多良木病院  臨床検査部 

春山 哲男 

配布されたポスター、チラシ 



　平成29年1月～平成29年3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
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15日 熊本市 臨床一般部門研修会
熊本県尿沈渣研修会　～復興支援　がんばれ熊本！～
　①講演
　②クリッカーを使用した参加型講義

検体検査 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
1月28日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 症例検討会 検体検査 専門 20
2月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 腎動脈エコー 生体検査 専門 20

2月16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⑩
　～こんな検査データがでたらどう考える？～

検体検査 専門 20

2月28日 熊本市 臨床血液部門研修会 フローサイトメトリー（基礎編） 検体検査 専門 20
3月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 エコー実技講習会（心臓・腹部） 生体検査 専門 20
3月9日 熊本市 病理細胞部門研修会 病理細胞部門サーベイ結果報告会 検体検査 専門 20
3月28日 熊本市 臨床血液部門研修会 染色体・遺伝子（基礎編） 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

熊臨技生涯教育委員会
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