
平成 27年第 12回常務理事会 

日 時： 平成 28 年 3 月 8 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、田中、松本、坂口、河野、福吉、今田、川口、工藤、野中 

  欠席者： 鬼塚 
＜報告事項＞ 
 1、会長報告；日臨技関係（①日臨技会長選挙 宮島会長 1名の立候補 ②検体採取指定講習会 九州 3926

名（49.6％）日臨技全体 21204名（37.2％）受講。今後の予定 4/16-17、7/2-3、10/1-2、11/5-6 

九州支部 ①九州地区理事改選 佐藤氏、西浦氏、丸田氏を推薦 ②学術部門長 今回 3 部門の改選

を見送り、次期改選の時に全部門改選とし、各県のバランスを考慮して決定する。③ランチョンセミ

ナーについて（日臨技指定講習会は不可、支部研修会は OKだが、別会計とする） ④次回支部（学術

合同）会議日程 平成 28年 6月 25日 14：00～⑤マイナンバー運用についての各県の対応確認 （5

万円以上の場合）⑥参議院選挙 九州地区総決起集会 平成 28年 6月 19日 福岡市 

熊本県関連 ①熊本県衛生検査精度管理専門委員について②熊本市衛生検査精度管理専門委員につい

て ③医専連理事会 平成 28年 2月 12日；負担金変更は A案（熊臨技 15万円）に決定、経費削減に

ついては執行部で検討 ④県学会参加費調査 福岡 1000 円、沖縄 2000 円、その他の県は無料（ラン

チョンセミナー 全県開催する場合は業者負担）⑥医専連シンポジウムについて 3 月 1 日に放射線

技師会と打ち合わせ；増永、今田 テーマ：虚血性心疾患、（放射）画像からわかる心疾患、（検査）

血液からわかる心疾患、（医師）症状から見た心疾患など 

 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 

   ・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  

   ・渉法（鬼塚）：健康フェスティバルについて 平成 28年度賛助会員募集 

   ・事業（福吉）：臨床検査講習会 H28.3/5 14時～：熊本大学病院 山崎記念館 テーマ：検

査を臨床に活かそう 参加者：98名（検査技師 94名、看護師 2名、治験スタッフ 2名） 

   ・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、平成 28年度予算案 

・特別事業（野中）：公益法人移行に伴う整備 

 3、①熊本県衛生検査精度管理専門委員 正木孝幸技師、春田昭一技師  

②熊本市衛生検査精度管理専門委員 池田副会長、逢坂珠美技師 

4、平成 27年度 第３回理事会開催について 平成 28年 3月 27日（日）14:00～ 熊保大 

報告事項（会長報告、各部報告、第 48回熊本県医学検査学会進捗状況）協議事項（平成 28年度事業

計画案・予算案、県学会 参加費もしくはランチョンセミナー代金の見直しについて 

5、施設連絡責任者会議 15:00～ 組織強化セミナー15:30～ 上記引き続き 熊保大 

6、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 6月 5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 懇親会会場 KKRホテル 平成 28年 6月 4日（土） 

 7、第 49回熊本県医学検査学会  担当 県北地区（玉名市） 平成 29年 6月を予定 

 8、日臨技九州支部会議 H28.2/11（木）八仙閣（福岡市）参加者 増永、池田、田中 

9、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、第 65回日本医学検査学会 H28.9.3、4 神戸市  

（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） 

11、第９回熊本県医療・保健・福祉連携学会 H28.2.14（日）熊本テルサ パネラー 西山 明美技師  

12、医事功労者県知事表彰  平井 義彦氏（天草地域医療センター）表彰式 3/8 15：00～ 県庁  

13、医事功労者県知事表彰祝賀会 H28.3.12（土）ニュースカイ熊本 18：30～ 会費 7000円 

14、その他 

＜協議事項＞ 

  1、県学会 参加費もしくはランチョンセミナー代金の見直しについて 

2、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 

3、健康フェスティバル企画について 4、平成 27年度事業報告について（4/16締切）5、会旗について 

6、その他（会員名簿発行予定時期）     以上    次回会議；4月 12日（火）熊臨技事務所           



平成 28年 3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ランチョンセミナーのお知らせ（最終案内） 
 

第 48 回熊本県医学検査学会では、下記の通りランチョンセミナーを開催します。 
技師会会員の方を対象としていますので、本年度採用の新人の方もこれから申請手続きを

行って頂ければ参加可能です。 
なお、一部、タイトルに変更（追記）があります。 
 
1. 臨床微生物部門 

 話題の耐性菌：CREI について 
 株式会社ベックマンコールター  宮田 浩 先生 

 
2. 臨床一般部門 

 日頃の疑問・悩みに答えます！ 
 小山 美佐子 技師 

 
3. 生物化学分析部門 

 日常臨床で遭遇するデータ乖離について 〜結核菌検査のデータ解釈〜  
 九州・沖縄担当 オックスフォード・イムノテック株式会社 山北 美奈 先生 

 
4. 輸血細胞治療部門 

 小規模医療機関の輸血療法の質向上を目指した血液センターの取り組み   
 福岡県赤十字センター 小田 秀隆 先生 

 
5. 臨床血液部門 

 正しく理解していますか？血液検査～正しい理解が適切な診療への一歩へ!!～ 
 津田 勉 技師 

 
6. 病理細胞部門 

 “顕微鏡を使いこなす”そして”自分でできるトラブル対処とメンテナンス”  
 株式会社オリンパス 沼入 雅弘 先生 

 
希望される方は、希望番号、施設、氏名を明記の上、下記の連絡先に件名「ランチョン申し込み」

として、メールでお願いします。H28 年 4 月 30 日を締め切りとしますが、定員になり次第締め

切らせていただきます。 
なお、ランチョンセミナーの申し込みをされなかった場合、弁当はありませんが、当日の空席

があれば聴講はできます。 
連絡先 済生会熊本病院 春田昭一 E-mail：shoichi-haruta@saiseikaikumamoto.jp 

mailto:shoichi-haruta@saiseikaikumamoto.jp


平成 28年 3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より相談コーナーのお知らせ 
 

 
第 48 回熊本県医学検査学会では、下記の通り各部門で相談コーナーを設置します。 

相談の対応時間は未定ですが、事前にメールにご質問内容、相談内容をいただけたら迅速

にお答えできると思います。 
 相談されたい方は、学会学術部までメールをお願いします。 
 
1. 総合管理部門 

 検査説明・その他について 
 
2. 臨床微生物部門 

 微生物検査について 
 
3. 臨床一般部門 

 尿一般について 
 
4. 生物化学分析部門 

 内部精度管理のやり方について 
 
5. 臨床生理部門 

 生理検査について 
 
6. 輸血細胞治療部門 

 輸血検査について 
 
相談を希望される方は、下記の連絡先に件名「相談コーナー」として、希望部門、施設、氏名を

明記の上、相談内容をメールでお願いします。H28 年５月１０日を締め切りとします。 
 
連絡先 済生会熊本病院 春田昭一 E-mail：shoichi-haruta@saiseikaikumamoto.jp 



平成 28 年 4 月吉日 
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のご案内 
謹啓 
各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 5 日（日）に第 48 回熊本県医学検査学会が開催されます。また、学会前日には

懇親会を開催する予定にしておりますので、会員の皆様には多数のご参加をお願い致します。 
勤白 

 
日  時：平成 28 年 6 月 4 日（土） 18：30～ （18：00 受付開始） 
場  所：KKR ホテルくまもと 

〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町 3-31 TEL 096-355-0121 
会  費：5000 円  ※技師会会員、非会員問いません 
 
懇親会申し込み 

お名前 ご所属 連絡先電話番号 

   

   

   

   

   

   

   

上記に記入のうえ、FAX または同じ内容（参加者名、所属、連絡先）をメールで下記までお送り下さい。 

申し込み締め切り 平成 28 年 5 月 27 日（金） 

〒861-8520 熊本県熊本市東区長嶺南 2 丁目 1 番 1 号  
熊本赤十字病院 検査部 川口謙一 
FAX 096-384-8891(直通) 
Mail kensa@kumamoto-med.jrc.or.jp 
件名に「学会懇親会」と入れて下さい。 

mailto:kensa@kumamoto-med.jrc.or.jp


平成 28年 3月

会 員 各 位

一般社団法人 日 本臨床衛生検査技師会

会長 宮 島 喜 文

『検体採取等に関する厚生労働省指定講習会』早期受講について(お願い)

平素は当会活動にご協力をいただきありがとうございます。

さて、平成 27年 1月より開催しております『検体採取等に関する厚生労働省指定講習会』

におきましては、関係各位のご協力により順次開催し、平成 28年 2月 12日現在で 78会場・

21,307名の臨床検査技師が受講され修了証書を発行しております。

ご承知のとおり、本講習会は、法改正により追加された各種検体採取や味覚 ・嗅覚検査

を実施するためには受講が必須な講習会であり、既に臨床検査技師の免許取得者ならびに、

臨床検査技師の学校又は養成所において、指定の教育内容を修了していない者について受

講が求められます。日臨技では法改正により追加された業務をすべての臨床検査技師が実

施できる体制を早期に整備するために、会員すべての速やかな講習会受講をお願いしてお

ります。

講習会の開催においては、受講申し込み状況に応じ開催頻度、会場規模の調整を行って

おりますが、一部の会場においては今後、開催回数の減少並びに会場規模を縮小した上で

の開催が見込まれます。

講習会への参加申し込みは、日臨技ホームベージ (htt脚怖wttjamt ottP/training/)よ

り簡単にお申込いただけますので、未受講の会員の皆様におかれましては_ヤ 分の

講習会 が 開催 されて いる この期 間 に講 習会 に受講 され る ことを強 くお勧 めいた

します。

以 上

一般社団法人 日 本臨床衛生検査技師会

〒1430016 東京都大田区大森北4-10-7

TEL 03-5767-6541  FAX 03-3768-6722

Mall kenttisaishu 2oamt.0巧 p

担当執行理事 丸 田 秀夫

事務局    板 橋 匠美
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都道府県臨床(衛生)検査技師会

会長各位

会員の｢会員行動規範｣遵守の徹底について(周知)

謹啓

時下､会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます｡

平素は日臨技の運営にご理解とご協力を賜り､心から感謝申し上げます｡

さて､会員の倫理管理について､一般社団法人日本臨床衛生検査技師会｢会員行動規範｣平成

24年2月12日制定に基づき､会員自らその規律に務めておられることと存じます｡

しかし､報道によれば2月に入り臨床検査技師による患者情報の漏えいならびに看護師に対す

るハラスメント等の不祥事が連続して発生しました｡これらの不祥事は､臨床検査技師全体の信

用失墜につながり､国民においても不審を招くものと言わざるを得ません｡きわめて遺憾に存じ

ます｡

都道府県技師会におかれましても､常に法令遵守の徹底と倫理意識の向上に務め､自らの行動

を厳しく律するとともに､このような不祥事の再発防止にご協力をいただくよう､会員に対し改

めて周知し徹底することをお願い致します｡

謹白
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（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２０１6」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、一般会員の方も 

多数の参加をお願い申し上げます。 

謹白 

 

 

記 

 

開 催 日：平成２８年６月１１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）096-325-8131 

 

内  容：  

     13：30 受 付 

14：00 オリエンテーション 

14：10 「病院における接遇」   上島 さやか（水俣市立総合医療センター） 

     15：00 休 憩 

15：10 「病院情報（検査情報）システムの利用者心得」 

       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２８年５月３１日(火) 

 

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 



会員各位                         平成 28年 3月吉日 

                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 

                日臨技九州支部 病理細胞部門長    島本 浩二 

熊本県検査技師会  病理細胞部門委員  立山 敏広 

 

平成 28 年度日臨技九州支部病理細胞研修会のご案内  

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。さて病理業

務を取り巻く環境は近年大きく変化し、遺伝子検査によるコンパニオン診断、リスクマ

ネージメント、解剖、標準化、若手技師育成など多くの課題が目白押しです。これから

の課題の解決の一助となればと思い、今回の研修会を企画いたしました。 今回の講演

は作業環境、標本作製技術、精度管理、解剖、遺伝子検査と非常に幅広い内容となって

おります。 

また、病理認定技師の更新指定講習会（申請中）としても計画しており、認定技師に

おきましては単位の修得も可能です。認定技師を目指している方には情報収集の場とな

りますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

研修会後に情報交換会を用意しています。講師の先生方や他県の技師の方との意見交

換や親睦を深める場としいたと考えておりますので、研修会とあわせてご参加のほど宜

しくお願いします。 

                                   謹白 

記 

メインテーマ  「 病理標本作製に必要な知識を習得する 」 

主催：日本臨床衛生検査技師会九州支部  

共催：熊本県臨床検査技師会 

日時：平成 28 年 8 月 6 日（土曜日） 

会場：熊本市医師会館 第２講義室 

   熊本市中央区本荘３丁目３番３号（〒860-0811） TEL096-362-1221 

 [募 集 人 員] 80 名     ＊定員になり次第締め切ります。 

 [受  講   料]  4,000 円  ＊宿泊の手配は各自でお願いします。 

[情報交換会 ]  講義終了後、19 時より情報交換会( 4,000 円)を予定しています。 

多数のご参加をお待ちしています。（場所：熊本市新市街） 

 [申 込 方 法] ① 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録よ

りお申込下さい。②日臨技ホームページに会員専用でログインする。 

③参加申請の事前参加申し申込みより「平成28年度日臨技九州支部病理細胞研修会」

を選択し、事前登録をクリックする。 



④必須事項を入力し、保存して閉じる。【登録完了】 

⑤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。 

[締 め 切 り]  平成28年7月22日（金）（受付開始平成28年4月1日) 

[入金締め切り] 平成28年7月29日（金） 

＊登録受付完了のメールに記載されております口座へ入金して下さい。 

＊情報交換会参加の方は合計8,000 円を入金下さい。 

 [問い合わせ先] 

    〒862-8505  熊本県熊本市東区湖東１丁目１番１号 

    熊本市立熊本市民 病理検査センター 島本 浩二 

    TEL096-365-1711（内線 1245） 

        E-mail: shimamoto.koji@cityhosp-kumamoto.jp 
 

研修プログラム 

12 時30 分 受付 

13 時00 分 開会式 オリエンテーション 

13 時10 分 講演Ⅰ「病理検査室の毒物劇物管理 －ホルマリンと有機溶剤を中心に－」 

講師：日赤熊本病院 病理診断科 境 一 技師 

座長：鹿児島大学病院 病理部・病理診断科 西田 ゆかり 技師 

13 時55 分 講演Ⅱ「ISO15189 認定取得に照らし合わせた精度管理の実際」 

講師：京都大学医学部付属病院検査部病理検査室 白波瀬 浩幸 技師 

座長：済生会熊本病院 中央検査部病理 田上 圭二 技師 

14 時40 分 休憩 

14 時50 分 講演Ⅲ「固定の実際と薄切の基本技術」 

講師：新渡戸文化短期大学 臨床検査学科 病理学研究室 廣井 禎之 技師 

座長：久留米大学病院 病理診断科・病理部 山口 知彦 技師 

15 時35 分 講演Ⅳ 「佐賀大学の病理解剖からCPC まで」 

講師：佐賀大学医学部病因病態科学診断病理学分野 相島 慎一 教授 

座長：熊本労災病院 中央検査部病理 井上 博幸 技師 

16 時35 分 休憩 

16 時45 分 講演Ⅴ「ゲノム研究を目的とした病理組織検体取扱規定の策定」 

講師：九州大学大学院医学研究院形態機能病理 小田 義直 教授 

座長：熊本大学附属病院 病理部・病理診断科 徳永 英博 技師 

17 時55 分 講演終了 

17 時55 分 閉会式、参加証明書配付 

 

19 時 00 分 情報交換会（場所：熊本市新市街） 



 

熊本市医師会館への交通アクセス（熊本大学附属病院の西隣） 

熊本市医師会２階（熊本市中央区本荘３丁目３番３号） 

 

○熊本駅から熊本都市バス第一環状線「駅２大学病院、大江渡鹿経由」または中央

環状線「駅３大学病院、県立劇場経由」「本荘町」（約 10分）にて下車徒歩約２分 

○交通センターから（のりば５・南熊本方面・都市バス）八王寺環状線・御幸木部

線・野越団地線「大学病院前」（約 10分）にて下車徒歩約 2分   

○熊本空港から空港リムジンバス 熊本駅前・西部車庫行き 「交通センター」（約

45分）下車後、交通センターから八王寺環状線・御幸木部線・野越団地線 「大学

病院前」下車徒歩約 2分 

○交通センターから徒歩 15分・タクシー5分、熊本駅からタクシーで 10分です。 

 

○敷地内には駐車場がございますが、台数に限りがあります。出来るだけ公共機関

のご利用やお車での乗り合わせでお願いします。＊近くには熊大病院及び、熊本医

療センターの有料駐車もございます。 

 

 



平成 28 年 4 月吉日 
会員各位  

    輸血細胞治療部門  
部門長 吉田 雅弥 

 

輸血検査研修会のご案内 

 
謹啓 
各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 5 月の輸血研修会を下記日程にて開催を予定しております。今回は基礎編と応用編の

２つに分かれます。前半は共通で「輸血検査の基礎」、後半は基礎編が「演習問題」及び「解説」、応用

編が「輸血検査における異常反応の解決方法について」です。 
会員の皆様には多数のご参加をお願い致します。 

勤白 
記 

 
【日時】 平成 28 年 5 月 15 日（日） 9：30～12：30 （9：00～受付開始） 
【場所】 国立病院機構熊本医療センター 研修ホール 他 

※今回は熊本赤十字病院ではありません。 
 

【参加費】会員無料 （非会員 3000 円） 
【内容】 下記の通り 
 基礎編（新人・当直者向け） 応用編（毎日輸血に携わる人向け） 
9：30 ～ 10：30（60 分） 「輸血検査の基礎（血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験）」 

熊本機能病院 山田聡美 技師 
10：30 ～ 10：50（20 分） 質 疑 応 答 
10：50 ～ 11 : 10（20 分） 休  憩  （部屋移動を含む） 
11：10 ～ 11 : 50（40 分） 演習問題 輸血検査における異常反応の解決方

法（途中休憩あり） 
済生会熊本病院 吉田賢太 技師 

11：50 ～ 12：00（10 分） 休  憩 
12：00 ～ 12 : 30（30 分） 演習問題の解説 

熊本赤十字病院 吉田雅弥 技師 
 
【連絡先】熊本赤十字病院 検査部 吉田雅弥 
     TEL：096-384-2111 
     Mail：m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

 
 

以上 

mailto:m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp


平成 28 年 3 月吉日 

 

会員各位 

熊本県臨床検査技師会 

県央地区理事 

三牧司佳 

第 3 回県央(阿蘇)地区研修会のご案内 

 

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、輸血・細胞治療部門において、輸血療法 〜症例編〜 

に関するテーマで、阿蘇地区での輸血療法のレベルアップを目的に研修会を開催し

たいと考えております。 

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致します。 

謹白 

記 

日時;    平成 28 年 4 月 22 日(金曜日)  19 時〜20 時 

 

場所:    阿蘇温泉病院  3F 会議室 

 

講演:    輸血療法 〜症例編〜 

 

講師:    熊本県臨床検査技師会 輸血・細胞治療部門 部門長 

        吉田雅弥 技師 (熊本赤十字病院検査部認定輸血検査技師) 

                      

 

担当: 阿蘇立野病院  栗崎省吾 

TEL 0967-68-0111 

 

ご不明な点がございましたなら立野病院検査室 栗崎までご連絡お願い致します。 

以上 



平成 28 年 2 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 実技講習会のお知らせ 

 
第 48 回熊本県医学検査学会にて、下記の部門において実技講習会を開催します。多数の

参加をお待ちしています。 
 
A：臨床血液部門 
  内容：鏡検実習と解説 
  定員：30 名 
  担当：部門員 
 
 ご希望の方は、施設名、氏名を明記の上、下記の連絡先に件名「実技講習会申し込み」

として、メールでお願いします。平成 28 年 4 月 30 日を締切りとしますが、定員になり次

第締切らせていただきます。 
 
連絡先：済生会熊本病院 春田昭一 E-Mail：shoichi-haruta@saiseikaikumamoto.jp 
 



　平成28年5月～平成28年7月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
5月未定 熊本市 総合管理部門研修会 保険点数改訂から見えること（仮） 基礎 20
5月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿定性検査について（仮） 検体検査 専門 20
5月15日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血検査を学ぼう（基礎編・応用編） 検体検査 専門 20
5月17日 熊本市 臨床生理部門研修会 心電図基礎編 生体検査 専門 20

5月24日 熊本市 臨床血液部門研修会

血液細胞の形態観察法
　～正しく細胞同定するために知っておくべき事～
　①正常細胞を観るための基礎知識（仮）
　②異常細胞の捉え方（仮）

検体検査 専門 20

5月26日 熊本市 病理細胞部門研修会
第１回症例検討会
　①症例１
　②症例２

検体検査 専門 20

6月5日 熊本市 第48回熊本県医学検査学会
6月5日 熊本市 平成28年度定期総会 基礎 20
6月9日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣について　～基本編～（仮） 検体検査 専門 20

6月23日 熊本市 臨床生理部門研修会 心エコーの基礎 生体検査 専門 20

6月23日 熊本市 病理細胞部門研修会
第２回症例検討会
　①症例１
　②症例２

検体検査 専門 20

6月28日 熊本市 臨床血液部門研修会
造血器腫瘍へのアプローチ
　①反応性疾患の形態診断プロセス（仮）
　②血液腫瘍の形態診断プロセス（仮）

検体検査 専門 20

7月未定 熊本市 臨床微生物部門研修会 実技講習会（中級～上級） 検体検査 専門 20
7月13日 熊本市 臨床生理部門研修会 基礎から学ぶ神経伝導検査 生体検査 専門 20
7月14日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣について　～応用編～（仮） 検体検査 専門 20

7月21日 熊本市 生物化学分析部門研修会
①尿中NGALの有用性について
②気になる検査データの見方シリーズ⑨　症例

検体検査 専門 20

7月26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

           ＊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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