
平成 28年度 第 2回常務理事会 

日 時： 平成 28年 5月 10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（①第 65 回日本医学検査学会座長選定方法変更（委員会にて直接座長を選出

する）②熊本地震報告書作成；増永 九州支部 ①（ＤＶＴ検診各県派遣お礼 ②支部会議日程

変更 6 月 19 日幹事会議 10:00～11:00 支部合同会議 11:00～13:00 その後研修会及び決起

集会）熊本県 （①熊本県医学検査学会懇親会キャンセル ②熊臨技会員被災状況調査再開  

  ボランティア参加者日臨技登録 ④日臨技からの申請案内（会費の減免措置等）⑤検診車修理 

  ⑥集団災害学会での発表依頼 ⑥ＤＶＴブルドーザー作戦報告 ⑦義捐金使途について 

 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（今月 1156名） 

   ・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（鬼塚）：健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて 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（7/30予定） 

   ・学術（今田）：部門長会議 くまもと医学検査発行、学術部講演会 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録、あじさいセミナーの内容と場所変更 

・経理（工藤）：通常経理報告、平成 27年度予算決算 

・特別事業（野中）：公益法人移行に伴う整備 

 3、熊本地震による会員被害状況調査について 

   4/19～22 日臨技派遣技師とともに一部調査開始、4/24 会員 5名以下の施設への電話連絡開始、 

   まだ全員の周知ができていない状況である。 

 4、GW熊本地震エコノミークラス症候群フォローアップ検診について 

   日臨技に協力し、5月 3日～5日間に各避難所でのＤＶＴ検診を実施した。 

 5、Keepプロジェクト(熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクト)について 

 6、平成 28年度 第１回理事会開催について 6/5（日）熊大医学部附属病院 中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 

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27年度事業報告・決算について 
7、表彰推薦委員会開催 

学術奨励賞、会長賞、永年職務精励者表彰 

8、第 48回熊本県医学検査学会 担当 県央地区（熊本市）  日時未定 場所；熊保大 

学会長 坂口 司理事 実行委員長 川口 謙一理事  

 9、平成 28年度 総会について 平成 28年 6月 26日（日）熊本保健科学大学 

総会役員：議長（寺本弘二）書記（松永由紀子）（藤崎 恵）資格審査（石原光浩）（島本浩二） 

10、第 49回熊本県医学検査学会  担当 県北地区  日時、場所未定 

11、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 

12、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 

 一般演題募集 4/1～5/31まで 文化講演 古賀 稔彦氏 

13、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） 

14、その他 

＜協議事項＞ 

  1、Keepプロジェクト(熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクト)参加体制について 

2、平成 27年度事業報告について 

3、会員名簿について 

4、その他 

  次回会議 6 月 14 日（火）１８：３０～ 熊臨技事務所                  以上 

 



平成２８年５月吉日 
 
会 員 各位 
 
 

（一社）熊本県臨床検査技師会 
 会長 増永純夫 

 
 

平成２８年度熊本県臨床検査技師会 定期総会開催通知 
 
 定款第１７条により平成２８年度一般社団法人熊本県臨床検査技師会定期総会を

開催するので会員各位の出席を要請します。 
 
 
 
 
 
 
日時：平成２８年６月２６日（日）１３：００～１４：００  
場所：熊本保健科学大学 

（〒861-5598 熊本県熊本市北区和泉町３２５  TEL 096-275-2111） 
 
総会当日は、議案書、会員証を必ず持参してください。なお、議決権を行使できる人

は平成 28 年 4 月 1 日に熊臨技会員になっている方です。 
 
 
 
 
 
※委任状提出のお願い 
 平成 28 年度定期総会に出席できない会員は必ず委任状を提出してください 
（同封の葉書に記名捺印し、施設の連絡責任者が責任をもって提出してください） 
 
 
委任状提出期限 ；平成 28 年 6 月 18 日（土） 
 



平成２８年度 第 4 回熊本県精度保証研修会 

1.開催概要  

① 開催日時：H28年７月 30日（土） 13時 00分～17時 30分 

② 開催場所：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 

③ プログラム 

●開会の挨拶・・・・・熊臨技会長 

●精度保証に関する最新情報について・・・各部門代表者 

   

 〜 皆さん知っていますか!! この最新情報!! 〜 

  1）臨床血液部門： 担当者（熊本赤十字病院 津田 勉） 

   演題（血液形態検査における標準化〜好中球系細胞の新分類基準について〜） 

   2）臨床微生物部門：担当者（済生会熊本病院 溝上幸洋） 

   演題（微生物検査関連ガイドラインの最新情報） 

   3) 臨床一般部門：担当者（済生会熊本病院 松岡拓也） 

  演題（髄液検査技術教本～その中身と髄液検査法 2002からの変更点～） 

   4) 生物化学分析部門：担当者（熊本医療センター 一瀬康浩） 

      演題（共用基準範囲について～国立病院機構臨床検査技師協会の最近の動向～） 

   5) 輸血細胞治療部門：担当者（済生会熊本病院 吉田賢太） 

      演題（赤血球型検査ガイドラインの改訂について） 

   6) 臨床生理部門：担当者（熊本赤十字病院 兼崎太輔） 

      演題（心電図装着時のポイントと標準判読手順～循環機能検査技能教本～） 

   7) 病理細胞部門：担当者（済生会熊本病院 田上圭二） 

      演題（甲状腺・泌尿器細胞診の新報告様式） 

 

●特別講演   座長 日本赤十字社熊本健康管理センター 検査課 田中信次 技師 

  演者 池田勝義 技師（熊本大学医学部附属病院 中央検査部技師長） 

「災害時に対応できる臨床検査室を目指して 

 －熊本地震の経験と反省、今後の課題－」 

 

 

●閉会の挨拶・・・・・熊臨技副会長 

 

 



                                平成 28年 6月吉日 

会員各位 
                                  総合管理部門 
                                  部門長 西村仁志 

「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」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。 
 熊本県臨床検査技師会では、熊本県内において「検査説明・相談ができる臨床検査技師

育成講習会」を開催し、臨床検査技師に患者向けの臨床検査説明･相談実施に必要な知識及

び技術を習得させ、もって臨床検査技師のチーム医療参画の質的向上を図ることを目的と

する講習会の開催を企画しています。昨年の充実した講習会内容をもとに今年も実施致し

ますので、今年は若い技師の方々にも是非参加して頂きたいと考えています。 
ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様の参加をお願い致します。 

謹白   
 

記 
 
【日  時】  平成 28年 8月 20日（土）21日（日）の 2日間  各日 9:00～17:30 

【場  所】  熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 １階ホール（8月 20日） 

       熊本市医師会館 ２階研修室２（8月 21日） 

       （会場の都合により２日目は大学病院隣の熊本市医師会館となります。） 

【受 講 料】  １０,０００円 

【募集定員】  ６０名 

【内    容】  患者心理・患者接遇の基礎、R-CPC（初級レベル） 

       検査説明の実際・模擬演習（初級レベル） 他 

       詳細につきましては別紙 2「平成 28年検査説明・相談ができる臨床検査 

       技師育成講習会プログラム」を参照ください。 

【会場案内】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問合せ申込先】 参加希望の方は、下記申込先へメールもしくは FAXでお申し込み下さい。 

         折り返し、実施要項他書類とともに受講申込み書等をお送りいたします。 

  問合せ申込み先：熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 

          E-mail：h-nishimura@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp 

                TEL：096-373-5697     FAX：096-373-5687 

熊本大学医学部附属病院 

山崎記念館 １階ホール 

熊本市医師会館 

2 階研修室 2 

mailto:h-nishimura@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp


別紙２
熊本県臨床検査技師会

平成28年　検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会プログラム（案）

9:15-9:45 9:45-10:45 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30

（30分） （60分） （30分） （30分） （60分） （90分）

挨拶

＜ビデオ放映＞
臨床検査技師が
検査説明・相談
に取り組む意義

実践から学ぶ
検査説明研修
会実例紹介

臨床検査技師の検査説明・
相談に期待するもの

ー病院管理者の立場からー

看護師の
患者接遇

昼食
患者心理

＜初級レベル＞

講師：日臨技
宮島喜文　会長

講師：未定
講師：熊大附属病院

中央検査部部長
松井啓隆 先生

講師：未定

12:00-13:00 13:00-15:00 15:15-16:45

（60分） （120分） （90分）

昼食

検査説明の実際
＜初級レベル＞

検査説明・相談の
模擬演習②−④

検査説明の実際
＜初級レベル＞

検査説明・相談の
模擬演習⑤ー⑥

総括
挨拶

閉
講
式

２日目
8月21日（日）

研修日程
9:00-10:45

R-CPC
＜初級レベル＞

講師：熊本大学保健学科
教授

大林光念 先生

（105分）

14:45-17:30

(165分）

接遇の基本
＜ロールプレイ＞

研修日程
（15分）

9:00-9:15

開
講
式

１日目
8月20日（土）

   講師：熊大附属病院　中央検査部技師長　池田勝義
熊臨技各学術部門長（生物化学、血液、一般、生理、微生物、輸血）

講師：やましたクリニック
診療技術部　部長

猪俣啓子

11:00-12:00

（60分）

検査説明の実際＜初級レベル＞
模擬演習の仕方説明

検査説明・相談の模擬演習①

16:45-17:00

（15分）



平成 28 年 5 月吉日 
会員各位 

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 支部長 佐藤元恭 
（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 学術部長 有村義輝 

九州支部生物化学分析部門長 池田弘典 
実務担当 中村 政敏 

 
日臨技九州支部卒後教育研修会『第 9 回 生物化学部門研修会』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、日臨技九州支部卒後教育研修会 生物化学部門研修会を、下記のとおり鹿

児島県において開催するはこびとなりました。つきましては、各県会員の皆様の参加

をお待ちしております。 
記 

 
メインテーマ「掴め未来！～検査室から臨床へ～」 
主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 
担当：（一社）鹿児島県臨床衛生検査技師会 
日時：平成 28 年 9 月 17 日(土) ～ 18 日(日) 
会場：鹿児島市勤労者交流センター（よかセンター）8 階多目的ホール 
〒890-0053 鹿児島市中央町 10 番地  TEL  099-285-0003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



プログラム 
1 日目 9 月 17 日（土） 
11：00～          受付開始 
11：30～12：20   ランチョンセミナー 
          「未定」 株式会社 LSI メディエンス 
12：30～12：35   開会の挨拶 九州支部生物化学分析部門長 池田 弘典 
12：35～12：40   鹿児島県臨床検査技師会会長挨拶  有村 義輝会長 
12：40～14：00   Reversed-CPC（グループディスカッション） 
                     鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学  

                               山口 宗一 准教授 

14：10～15：10  特別講演Ⅰ                  座長 長門記念病院 濱野貴磨 技師 
「認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師になるためには！」 

産業医科大学 臨床検査・輸血部 早原 千恵 技師 

  
15：20～16：10 教育講演Ⅰ                 座長 陣内病院 井島廣子 技師 

「糖尿病関連検査と POCT」                  
   赤坂おけだ糖尿病内科 右田 忍技師 

 
16：15～17：05  教育講演Ⅱ          座長 佐世保市立総合病院 山田 昌博 技師 

「糖尿病医療チームにおける臨床検査技師のアクション」 
上ノ町・加治屋クリニック 金竹 茂純 技師 

 
17：10～18：00  教育講演Ⅲ            座長 宮崎市立田野病院 緒方良一 技師 

「ＮＳＴ活動における臨床検査技師の役割」 
 大分県立病院 宇留島 裕 技師 

 
18：30～20：00  懇親会 
 
20：10～21：40  ナイトセミナー           座長 聖マリア病院 佐竹 善誉 技師 

「ISO15189 取得に向けて」 
講演 1  ISO15189 認定取得これからなんです -正直焦ってます。不安いっぱいです- 

琉球大学病院 山内 恵 技師 

講演 2  ISO 取得への道 - 険しい道も一歩から -            
宮崎大学病院 守田 政宣 技師 

講演 3  ISO15189 形骸化からの脱却～求められるチーム力～  
          熊本大学病院 福吉 葉子 技師 

 



2 日目 9 月 18 日（日） 
9：00～9：30 モーニングセミナー 
     「血液ガス分析について(仮)」  ラジオメーター株式会社 
9：30～10：20 教育講演Ⅳ            座長 鹿児島大学病院  中村 政敏 技師 
     「臨床を知り、データを読む 
              ～手術室専任の検査技師という立場から～」 

 久留米大学病院 牟田 誠矢 技師 

10：25～11：15 教育講演Ⅴ         座長 鹿児島市医師会病院 有村 義輝 技師

「検査説明への取り組み」 
 佐世保中央病院 安東 摩利子 技師 

11：20～12：20 特別講演Ⅱ            座長 佐賀大学病院 池田 弘典 技師 
     「これからのあなたへ」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学  
                                    橋口 照人 教授 

12：20～修了式 
 
* 研修会へはノースーツ・ノーネクタイでご参加ください。 
* 必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。 
 
【受講料】 

 8,000 円 
【会場について】 
○研修会会場 

鹿児島市勤労者交流センター（よかセンター） 8 階多目的ホール 
〒890-0053 鹿児島市中央町 10 番地  TEL  099-285-0003    
鹿児島中央駅より徒歩 3 分。キャンセビル(イオン) 8 階。 

○ナイトセミナー・懇親会会場 
ホテルタイセイアネックス  

〒890-0053 鹿児島市中央町 4-32  TEL  099-257-1111 

研修会会場より徒歩 3 分。 

【宿泊について】 
ホテルタイセイアネックス 〒890-0053鹿児島市中央町 4-32  TEL  099-257-1111 

宿泊費 7,000円(朝食付き)  

宿泊ご希望の方については、お早めに申し込みをお願いいたします。 

 
 



【駐車場について】 
ホテルタイセイアネックスに宿泊の方は、ホテルの駐車場をご利用ください。 
また、会場提携駐車場（キャンセ駐車場）もございます。 
可能な限り公共交通機関をご利用ください。 

【懇親会について】 
懇親会費 5,000 円 
会場：ホテルタイセイアネックス 2 階 

【申込方法】 
1.日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)から会員専用ページにログインする。 
2.参加申請の事前参加申込より第 9回生物化学部門研修会を選択し、事前参加申請を押す。 
3.必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。登録完了。 
4.登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。 
5.事務手続きのため、下記申し込み先に以下の項目についてメールにてご連絡下さい。 
①氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス 

 ⑧ランチョンセミナー参加の有無 ⑨宿泊の有無 ⑩懇親会参加の有無  
6. 折り返し受講料振込先等をお知らせします。 
 1 週間以上経過しても返信がない場合にはご連絡下さい。 

【募集人員】 
 100 名 

【締め切り】 
平成 28 年 8 月 31 日（ただし定員になり次第締め切ります） 

【申込・問い合わせ先】 
〒890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 8-35-1 

鹿児島大学病院 検査部 
TEL:099-275-5566 FAX:099-275-5565 
E-mail：masa0705@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp 

 

http://www.jamt.or.jp/
tel:099-275-5566


                                平成 28年 6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、平成 28 年 4 月 から

改定された診療報酬について、今後、現場での対応について参考となる内容を行います。 
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 6月 22日（水）18:30～20:00 

 

【場  所】  熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 １階ホール 

       （今回は会場が変更になっています） 

 

【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000円) 

 

【講    演】 『 平成 28年度診療報酬改定から見えてくるもの 』 

          講師：高岡 登志彦 先生 

           アボットジャパン株式会社  セールステクニカルソリューション部 

 

【会場案内】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【連絡先】     熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 (TEL 096-373-5698)  

山崎記念館 

(１階ホール) 



 

平成 28年 5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。 
 今回の研修会は、正しい検体希釈法について（DVD 上映もあります）、自動分析装置に

供給する純水に関する内容で基礎から応用まで実際現場で必要な情報を提供します。この

機会に基礎から見直してみませんか？ 
 
ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様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 6月 29日 (水)  18:30～20:00 

【場  所】  熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 

【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000円) 

【講 演- 1】 『検体希釈の仕方について』 

          講師：山下 昭一郎技師   （熊本大学附属病院 中央検査部） 
【講 演−2】 『自動分析装置に供給する純水の基礎と検査への影響』 

【会場案内】  講師：金沢旬宣 先生（メルク株式会社 ラボラトリーウォーター事業部） 

  
                     

 

【連絡先】       陣内会 陣内病院 臨床検査部 井島 廣子 (TEL 096-363-0011)  

 

山崎記念館 



平成 28 年 6 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 
熊本地震で、被害を受けられました会員の皆様には、お見舞い申し上げます。 
さて、平成 28 年 5 月に開催予定であった輸血研修会を下記日程にて開催致します。内容は基礎編と応

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 7 月 3 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


熊本超音波画像研究会 
 

第 16 回熊本超音波画像研究会 特別講演会開催のご案内 
 

謹啓 
初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。また、熊本地震で被災された皆

様には謹んでお見舞い申し上げます。この度、第 16 回熊本超音波画像研究会を開催致します

のでお知らせ致します。 
今回は震災復興につながることを祈念いたしまして、日本大学病院 消化器内科 科長 超音

波診断センター センター長 小川 眞広 先生をお招きしてご講演頂きます。また今回も症例

検討を用意しており、皆さまの情報収集の一助になれば幸いと存じます。 
皆様、お忙しい中ではありますが、超音波検査に携わっている方のみならず、経験のない

方もぜひご参加ください。 
謹白 

記 
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金） 18:30～20:40  

（受付 18:10～） 
会場：くまもと県民交流館 パレア 9F 会議室 1 

               http://www.parea.pref.kumamoto.jp/ 
内容 
 情報提供   （18:30～18:40） 

「ソナゾイドの最近の話題について」  第一三共株式会社 
 
1．症例検討（18:40～19:20） 
   

休 憩 （19:20～19:40） 機器展示 
 

2．特別講演（19:40～20:40）  
座長 熊本赤十字病院 放射線科部 西小野昭人 
『 超音波検査で分かること・できること 』 

～B-mode・カラードプラ・エラストグラフィー 

        ・・・sonazoid 造影超音波検査をいかに駆使するか？～ 

日本大学病院 消化器内科 科長 超音波診断センター センター長 小川眞広 先生 
 

※ 参加費として 500 円徴収させていただきます。（熊本県放射線技師会会員は 200 円） 
尚、当日は軽食をご用意しております。 

 
世話人 
熊本赤十字病院 西小野昭人、本田明日香  済生会熊本病院 田上真之介、太田雄 
くまもと森都総合病院 佐伯建彦      熊本大学附属病院 清水紀恵 
高野病院 美濃尚人、松本徹也       熊本機能病院 高石朋毅 
 
共催 熊本超音波画像研究会 
   第一三共株式会社 
後援 一般社団法人熊本県放射線技師会 
協力 シーメンス・ジャパン株式会社 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 
東芝メディカルシステムズ株式会社 
GE ヘルスケアジャパン株式会社 
日立アロカメディカル株式会社 

問い合わせ             
熊本赤十字病院 放射線科部  
TEL 096-384-2111(内線 7140) 

西小野昭人 

尚、ご記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供のために利

用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 



 
 
謹啓 
震災復興のなか、被災されました先生方に心からお見舞い申し上げます。 
この度、熊本心血管エコー懇話会の関連研究会としまして、昨年に続きまして、熊本県臨床検査技師会様
やGEヘルスケア・ジャパン株式会社様に共催を頂き、第２回熊本心血管エコーハンズオンセミナーを開催
させて頂きます。形式通りの講習会ではなく、知りたい事が理解できる講習会を目指しています。皆様の
多数のご参加をお待ち申し上げます。 
                                        敬白 
                   第２回熊本心血管エコーハンズオンセミナー 世話人 
                   ひがし成人・循環器内科クリニック 東 隆行  
 
１．日時    平成２８年７月１６日（土曜） １２時から１５時３０分 
２．テーマ   上級者を目指す “正確なスキャンと計測”のために 
３.概要     詳しいカラーテキストによる講師の先生による講義に加え個別の実技指導。 
       個別指導での知りたい事を事前に連絡いただき、この“知りたい事”をご理解頂く 
             指導を行います。 
４．対象    心エコー図検査に携わっておられる方で、上級者を目指す方 
５．定員    １グループ５人の４グループ 計２０人  
６．会費    3,000円  見学のみの方は、1,000円（テキスト付） 
７．会場    済生会熊本病院 外来がん治療センター４階 
         
８．プログラム   （予定） 
  12:00～12:20 新規技術紹介 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 
  12:20～13:15   信頼される心エコー図計測の為の解剖・スキャン技術・計測方法 
          ライブデモと講演      (有)キクダ 菊田 憲二先生 
  13:25～15:30   各グループ（５人）に分かれて、 
         ・講師の模範スキャン指導 
         ・”知りたい事“の個人指導  
 
９．お申し込み方法  先着順です｡ 6月25日までに、お願いいたします。 
 
        ①お名前 （ふりがなも）   ②ご勤務先   ③E-mail アドレス 
        ④電話番号  ⑤知りたい内容  ⑥経験年数と１ケ月の検査件数 
 
        を、下記の事務局へ、メールにてご連絡下さい。 
        先着順にて登録させて頂きます。 
         
                また、定員をオーバーされた方は、宜しければ見学のみの枠も準備しております。 
        （会費 1,000円） 
        
 
１０．事務局    ㈱コ・メディカル 島ノ江 信芳 
         E-mail co-medical-7@ace.ocn.ne.jp     電話 090-3047-9374 
 
１１.  共催   熊本県臨床検査技師会  熊本心血管エコー懇話会 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２回 熊本心血管エコーハンズオンセミナー

mailto:co-medical-7@ace.ocn.ne.jp


平成 28 年 5 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(臨床微生物部門)のご案内 

  
謹啓 
 新緑の候、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臨床微生物部門のご案内を申し上げます。 
近年、MRSA や VRE、多剤耐性緑膿菌など各種病原体に起因する院内感染の発生が問

題となっています。それに伴い、最新の知見に基づいた適切な院内感染対策の実施が求め

られており、臨床検査技師の果たす役割は大きいものと思われます。 
天草医療圏には微生物検査を専門としていない技師の方も多いので、今回はそのような

方々でも聴講し易い内容となっています。 
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 06 月 30 日（木） 18 時 30 分～ 

場所：天草地域医療センター ヒポクラート 

講演：｢微生物検査室のない施設の方は必見！！ 

   明日からの院内感染対策に役立つ薬剤耐性菌の豆知識｣ 

   講師：宮田 浩 先生 

（ベックマンコールター株式会社） 

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

Mail:( labo@amed.jp) 



平成 28 年度 第 1回 熊本県糖尿病療養指導士会研修会 

テーマ 「糖尿病の急性期と慢性期合併症への療養指導」 

○ 開催期日 平成 28年 6月 26日（日） 

○ 開催場所 熊本県立大学（講義棟 2 号館・中会議室 2） 
http：www.pu-kumamoto.ac.jp/site2010/other/kotsuaccess.html（交通アクセス） 

○ 参 加 費  2,000円（28年度会費納入者は 500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 

受  付 （8時 30分～8時 45分） 

開会の辞 （8時 45分～8時 50分） 

 
午前の部   (8時 50分～12時 00分) 休憩 10分を含む 

 
《講演１》 8 時 50 分～10 時 20 分 

『糖尿病患者さんとの関わり方のコツ』 
    独立行政法人 地域医療機能推進機構 熊本総合病院 看護科 松本 さ月 先生 

 
《講演２》10 時 30 分～12 時 00 分 

『当院での糖尿病療養指導の取り組み』 
            国保水俣市立総合医療センター 看護部 水本 千代子 先生 

 

※※※※※※※※  昼食（12時 00分～13時 00分）※※※※※※※※ 

 

 
午後の部      (13時 00分～16時 10分) 休憩 10分を含む 

 
《講演 1》13 時 00 分～14 時 30分） 

『糖尿病患者さんからの Question、当院薬局での Answer』 
医療法人社団陣内会 陣内病院 薬剤部   吉田 陽 先生 
 

《講演２》14 時 40 分～16 時 10 分 
『栄養障害に伴う電解質異常』 

      熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学 助教 河島淳司先生 

 

連絡事項（16時 10分～16時 20分） 

総  会（16時 20分～16時 40分） 

 

閉会の辞 

主催 熊本県糖尿病療養指導士会 共催 ノボノルディスクファーマ株式会社 

 



 

宇城総合病院 栄養管理科 野村千津子 行き 
 

 

平成 28 年度 第 1 回 熊本県糖尿病療養指導士会研修会 

テーマ『糖尿病の急性期と慢性期合併症への療養指導』 

 
 

※ 注意 当日は、弁当を準備しています。 

※ 注意 CDEJの番号を控えて来てください。 

 認定機構への報告に CDE 認定番号が必要となりますので、必ずこの番号を控えてきていただき、 
受付名簿にご記入ください。 

 

《研修会参加申し込み用紙》 
施  設  名 氏  名 電  話 

   

 

下記の[ ]内の該当する項目に○を付けてください。 

 

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・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、6月 15日（水）までにご参加の申し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》宇城総合病院 野村千津子 宛て 

 FAX 0964-32-3449 又は 0964-32-3112 

TEL 0964-32-3449 



　平成28年7月～平成28年9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数

7月3日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
①輸血検査の基礎（血液型・不規則抗体・交差適合試験）
②演習問題と解説（基礎）
③直接クームス、抗体解離、血液型亜型検査（応用）

検体検査 専門 20

7月13日 熊本市 臨床生理部門研修会 脳波検査　～法的脳死判定を経験して～ 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、これでもう怖くない!! 検体検査 専門 20

7月26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
　②血液腫瘍の形態診断プロセス

検体検査 専門 20

7月28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⑦　症例

検体検査 専門 20

8月2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
8月20日
8月21日

熊本市 総合管理部門研修会 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会 基礎 30

9月2日 熊本市 臨床血液部門研修会 造血器腫瘍形態診断 検体検査 専門 20
9月11日 熊本市 第48回熊本県医学検査学会

9月15日 熊本市 生物化学分析部門研修会
①ＨＢＶ再活性化の現状と対策
②当院での肝炎への取り組み

検体検査 専門 20

9月29日 熊本市 病理細胞部門研修会 乳腺細胞診と組織像の対比 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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