
第 48 回熊本県医学検査学会学術部よりお知らせ 
 
このたびの熊本地震で被災された皆様には、こころよりお見舞い申し上げます。 
 
さて、ご存じのことかと思いますが、6 月 5 日に予定されておりました第 48 回熊本県医

学検査学会が 9 月 11 日に変更になりました。学会学術部より演題発表者の方、ランチョン

セミナー、血液実技講習会を申込みされた方へお知らせとお願いです。 
 
1. 演題発表の方へ 
 演題発表時間は 6 分、質疑は 2 分間です。抄録集には発表用パワーポイントについ

て、学会当日の朝、受け付けるようにしておりますが、可能な限り9 月 8 日木曜 17
時までに、CDなどにて提出願います。 

 発表用パワーポイントファイルには、「01＿熊本太郎＿タイトル」のようにご自分の

演題番号、氏名、タイトルをファイル名としてください。 
 1 施設で複数の演題発表がある場合、1 枚の CD に複数演題登録されてもかまいませ

ん。 
 動画を使われる場合、フォルダ（フォルダ名は演題番号＿氏名）を作成していただ

き、動画ファイルとパワーポイントファイルを保存してください。 
 提出先、お問い合わせは下記の学会学術部までお願いします。 
 

2. ランチョンセミナー、血液実技講習会を申込みされた方へ 
ランチョンセミナー、血液実技講習会を申込みされた方で、9 月 11 日の学会に参加でき

ないなどの理由でランチョンセミナー、血液実技講習会をキャンセルしたい方は、8 月

25 日までに下記、学会学術部まで連絡いただくようお願いいたします。また、ご自分が

申し込まれたランチョンセミナーがどれかわからなくなった場合などは、随時、お問い

合わせください。 
 

 
問い合わせ、連絡先 
学会学術部 
〒861-4093 
熊本市南区近見 5-3-1 
済生会熊本病院中央検査部 春田昭一 
e-Mail ：shoichi-haruta@saiseikaikumamoto.jp 
℡ ：096-351-8000 



第 48 回熊本県臨床検査学会学術部よりお知らせ 
 
このたびの熊本地震で被災された皆様には、こころよりお見舞い申し上げます。 
 
さて、ご存じのことかと思いますが、6 月 26 日に予定されておりました第 48 回熊本県

臨床検査学会が 9 月 11 日に変更になりました。学会学術部より演題発表者の方、ランチョ

ンセミナー、血液実技講習会を申込みされた方へお知らせとお願いです。 
 
1. 演題発表の方へ 
 演題発表時間は 6 分、質疑は 2 分間です。抄録集には発表用パワーポイントについ

て、学会当日の朝、受け付けるようにしておりますが、9 月 8 日木曜 17 時までに、

CDなどにて提出願います。 
 発表用パワーポイントファイルには、「01＿熊本太郎＿タイトル」のようにご自分の

演題番号、氏名、タイトルをファイル名としてください。 
 1 施設で複数の演題発表がある場合、1 枚の CD に複数演題登録されてもかまいませ

ん。 
 動画を使われる場合、フォルダ（フォルダ名は演題番号＿氏名）を作成していただ

き、動画ファイルとパワーポイントファイルを保存してください。 
 提出先、お問い合わせは下記の学会学術部までお願いします。 
 

2. ランチョンセミナー、血液実技講習会を申込みされた方へ 
ランチョンセミナー、血液実技講習会を申込みされた方で、9 月 11 日の学会に参加でき

ないなどの理由でランチョンセミナー、血液実技講習会をキャンセルしたい方は、8 月

25 日までに下記、学会学術部まで連絡いただくようお願いいたします。また、ご自分が

申し込まれたランチョンセミナーがどれかわからなくなった場合などは、随時ごお問い

合わせください。 
 

 
問い合わせ、連絡先 
学会学術部 
〒861-4093 
熊本市南区近見 5-3-1 
済生会熊本病院中央検査部 春田昭一 
e-Mail ：shoichi-haruta@saiseikaikumamoto.jp 
℡ ：096-351-8000 



 



平成 28年度 第 4回常務理事会 

日 時： 平成 28年 7月 12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、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 宮島会長参議院選挙当選。日臨技･各県募金は日赤を通じて被災者へ 応

援メッセージは熊臨技へ送られた。 九州支部 支部学術部門長および各県部門長の登録  熊本県 

医保福協議会役員:田中副会長を推薦 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 8/20熊大医学部総合研究棟、 大規模災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書（案）

および情報連絡網を熊大松井教授の助言を頂きながら今後検討する、 松村よしふみ候補へ推薦状持

参、 藤川たかお県政報告会出席、 災害時･ＤＶＴ健診の写真募集、 会旗の作成     

 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（7/12現在 1182名） 

   ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、 

   ・組織（河野）：会員名簿 

   ・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 7/30 

   ・学術（今田）：部門長会議 検査説明講習会 8/20・21 

   ・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実施状況（平成 27年度事業報告 6/27提出） 

 3、平成 28年度日臨技定時総会 H28.6/18（土）東京都 参加者 増永会長 

 4、日臨技九州支部会議及び宮島よしふみ氏励ます会 6/19（日）福岡市 

 5、KeepプロジェクトＤＶＴ検診について 

   6/18・19 熊本市総合体育館・益城町総合体育館 10：00～16：00 

 6、平成 28年度 定期総会 6/26（日）事業報告 決算 役員改選 13：00～ 熊保大 

 7、平成 28年度 第 2回理事会 6/26（日） 会長・常務理事選出 14：30～ 熊保大 

8、Keepプロジェクト会議 7/13（水） 県庁 健康づくり推進課 18：00～ 

 9、Keepプロジェクト「熊本地震血栓塞栓症 講演会」7/14 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ 19：

15～ 

10、熊本県医療保健福祉団体協議会 7/20（水） ﾃﾙｳｪﾙ熊本 18：30～ 

11、第 4回熊本県精度保証研修会 7/30（土） 熊大医学教育図書棟 13：00～ 

12、検査・説明のできる臨床検査技師育成講習会 8/20・21 熊大山崎記念館 熊本市医師会館 

13、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 懇親会は中止 

14、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○日（日） 

    日時 未定   場所 未定   学会長 山住 浩介技師（玉名中央病院） 

15、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 

16、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 

17、第 65回日本医学検査学会 H28.9.3、4 神戸市  

座長依頼 臨床化学 井島 廣子技師 微生物 磯崎 将博技師 

（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） 

18、九州支部卒後研修会（微生物部門）9/10・11 宮崎市 JAL ｼﾃｨﾎﾃﾙ 県立宮崎病院 

19、その他 

＜協議事項＞ 

1、検査と健康展について 昨年度と同じイオンモール熊本で調整中。 

2、熊本地震による熊臨技への義援金使用について 申請書受付中。8月末一次〆切。委員会で分配方

法を協議する。 

3、IFBLS2016 （第 32回世界医学検査学会）熊本地震ブースのポスター参加について  

4、熊本県医師会精度管理委員会委員の推薦について 福吉技師、逢坂技師、井島技師を推薦    

5、その他  特になし 
 



ご挨拶 

一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

会長 増永 純夫 

 

この度、会長として再任されましたので、新役員を代表してご挨拶を申し上げます。 

 今年は2年に1度の役員改選の年であり、役員推薦委員会より提案されました理事25 名、 

会長推薦理事5名及び監事2名が定時総会で承認され、そのあとに開催された理事会で常務

理事12名も承認いただき、平成28、29年度の事業を担当することになりました。 

前任の理事・常務理事の皆様には、熊臨技の活動ならびに発展に多大なるご尽力をいただ

き心より感謝申し上げます。 

4月に発生しました熊本地震では多くの会員の皆様が被災され心よりお見舞い申し上げ

ます。熊臨技では発災直後から会員の安否確認を行ってきましたが、現在義援金の配分に

向けて再度会員の皆様からの被災申請を受け付けており、速やかに処理できるよう努めて

まいります。また、公益事業として日臨技と協力して被災住民のエコノミークラス症候群

の予防啓発活動を継続して行っていますが、この活動は東日本大震災の例を見ると、5年以

上の長期わたる事業になることが予想されますので、今後とも多くの方のご協力をお願い

申し上げます。 

 熊臨技の通年事業もこの地震の為、中止あるいは変更を余儀なくされました。5月の学術 

部門の研修会は中止し、学術活動のメインイベントであります熊本県医学検査学会は6月か

ら9月へ変更致します。加えて学会前日に開催していました会員懇親会は中止致します。 

11月に開催していた全国検査と健康展については、会場の候補となるショッピングモール 

の営業再開が遅れていることから、現在会場確保を最優先課題として取り組んでおります。 

また、今年度は会員名簿を作成する予定です。本来なら昨年度発行する計画でしたが、予

算の都合により延期しました。 

 このように熊臨技では、近年経済的に厳しい状態が続いており、平成29年度熊本県医学 

検査学会からは参加費を有料化することを総会で承認頂きました。また、会員数は年々増

加傾向にあり、その分運営に関する費用も増大しています。執行部としても今後も厳しい

状態が続くことを考慮し、効率的効果的運営を行うよう心掛けてまいりますので、会員の

皆様に於かれましても、今まで以上のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 
 



役 職 名 氏　　名 施　設　名

会　長 増永　純夫 熊本中央病院

副会長 田中　信次 日赤熊本健康管理センター

副会長 松本　珠美 熊本保健科学大学

常務理事（総務） 野中　喜久 熊本保健科学大学

常務理事（広報） 坂口　司 済生会熊本病院

常務理事（組織） 河野　公成 熊本市民病院

常務理事（渉外法規） 逢坂　珠美 熊本中央病院

常務理事（事業） 福吉　葉子 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

常務理事（学術） 今田　龍市 くまもと森都総合病院

常務理事（生涯教育） 川口　謙一 熊本赤十字病院

常務理事（経理） 工藤　圭子 医療法人牧念人会　牧診療所

常務理事（特別事業） 西村　仁志 熊本大学医学部附属病院　中央検査部

理事 石橋　浩三 荒尾市民病院

理事 渡辺　正綱 山鹿市民医療センター

理事 山住　浩介 公立玉名中央病院

理事 三牧　司佳 菊池郡市医師会立病院

理事 佐々木　康雄 国立病院機構熊本再春荘病院

理事 外口　憲一郎 熊本市医師会熊本地域医療センター

理事 田上　さやか 熊本大学医学部附属病院　病理部

理事 竹内　保統 国立病院機構熊本医療センター

理事 宇佐美　祥子 熊本県総合保健センター

理事 田上　圭二 済生会熊本病院

理事 中島　みどり 高野病院

理事 岡崎　孝憲 日赤熊本健康管理センター

理事 古閑　公治 熊本保健科学大学

理事 小田和　健一 熊本労災病院　検査室

理事 上島　さやか 水俣市立総合医療センター

理事 春山　哲男 球磨郡公立多良木病院

理事 岩崎　晃史 天草地域医療センター

理事 片山　卓也 上天草総合病院

監事 上原　正信 熊本市医師会検査センター

監事 原田　精一 自宅

平成２８・２９年度　「一般社団法人 熊本県臨床検査技師会」役員一覧



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る会員の方へ 
 

7 月号のニュース版でお知らせしましたが、熊本地震で被災され日本臨床衛生検査技

師会の災害共済金及び会費減免措置の申請方法について、問い合わせがありましたので

いくつかの注意点と記入例を掲載します。 
 
 「被災会員」届出用紙の上段、日付および技師会・会長名は記入しなくて結構です 
 被災期日は罹災証明書に記載された日付、記載されていない場合は被害が大きかっ

た日（4 月 14 日または 16 日）を記入してください 
 「会費減免申請書」の下段、日付および技師会・会長名は記入しなくて結構です 
 すでに提出された方はそのまま受領いたします 

 
なお、会費減免措置の申請は下記の事項に該当する会員となります。 
第 3 条 会費減免の範囲は次に該当するのを対象とする。 

一 会員が死亡もしくは高度の障害を被った場合 
二 会員が居住する家屋が倒壊・全壊もしくは大規模半壊を被った場合 
三 会員が居住する家屋が流失もしくは床上浸水を被った場合 
四 その他、委員会が必要と認めた場合 
 

詳しくは 7 月号のニュース版を再読ください。 
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（様式３）被災会員届出用紙 

平成  年  月  日 

「被災会員」届出用紙 

                            臨床衛生検査技師会 

                     会 長            印 

氏  名  会員番号  

勤務施設名

同 住 所 

 〒 

℡ 

災害名称  

被災期日  

被災状況 

次の内該当するものに㋹印をしてください  

死亡     高度障害 

家屋倒壊   家屋流失 家屋全壊 家屋大規模半壊

家屋床上浸水 家屋一部損壊 家屋半壊 家屋床下浸水 

備  考 

nonaka
テキストボックス
平成28年　熊本地震

nonaka
テキストボックス
平成28年　4月14日　または　4月16日　

nonaka
四角形

nonaka
四角形

nonaka
テキストボックス
各　自　で　ご　記　入　願　い　ま　す

nonaka
テキストボックス
各　自　で　ご　記　入　願　い　ま　す

nonaka
テキストボックス
※　被災した日をご記入下さい
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（様式 4）会費減免申請書 

「会費減免申請書」 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会長 殿 

私は､平成  年  月  日に発生した                      で

「       」の被災を受けたので、平成  年度会費の減免を申請します。 

フリガナ  会員番号 

氏   名           ㊞ 

勤務先施設名  

 同 所在地 

〒 

 ℡ 

現  住  所 

〒 

被 災 状 況  

上記の申請内容については、相違ないことを証明します。 

平成  年  月   日 

                        検査技師会 

会 長            印 

nonaka
テキストボックス
平成28年　熊本地震

nonaka
テキストボックス
28

nonaka
テキストボックス
4

nonaka
テキストボックス
14 ・16

nonaka
テキストボックス
29

nonaka
テキストボックス
   倒壊  全壊大規模半壊

nonaka
四角形

nonaka
テキストボックス
各　自　で　ご　記　入　願　い　ま　す



●平成28年熊本地震の被災された皆様に送る応援メッセージカード





















会員各位 
一般社団法人熊本県臨床検査技師会 

会長  増永 純夫   
 

（一社）熊本県臨床検査技師会 表彰 各賞受賞者のご紹介 
 
 
 当会では毎年県学会時に開催する定時総会において熊臨技表彰を行っております。 
２７年度は下記の方々が表彰されることになりました。 
 各賞の推薦理由等は平成２８年度定時総会においてご紹介いたしました。受賞されま

した方々には心よりお祝いを申し上げます。また、当会に対するご協力に対しても感謝

申し上げます。 
 今後とも引き続きご活躍されますことをお祈り致します。 
  

記 
１．学術奨励賞 
     房木 明里 氏（上天草市立上天草総合病院） 
 
２．会長賞 
     逢坂 珠美 氏（熊本中央病院） 
 
３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略） 
           

以上      
※ 各賞の表彰式について  
 平成２８年９月１１日（日）開催の熊本県医学検査学会時に開催いたします。 

氏名 勤務先：施設名 氏名 勤務先：施設名
大隈　雅紀 熊本大学医学部附属病院中央検査部 橋本　公一 熊本市医師会検査センター
林　一郎 医療法人社団稲穂会　天草慈恵病院 宮田　圭子 平山泌尿器科医院
的場　正文 独立行政法人労働者健康福祉機構　熊本労災病院 米良　明子 医療法人回生会山鹿回生病院
西山　明美 医療法人吉村会　あきた病院 西山　尚子 熊本大学医学部附属病院病理部
桒原　みどり 熊本赤十字病院検査部 永田　邦昭 公立玉名中央病院
久保田　ゆり子 医療法人財団聖ケ塔病院 宮﨑　洋三 自宅
永瀬　博 荒尾市民病院 前田　卓 独立行政法人労働者健康福祉機構　熊本労災病院
田嶋　恵美子 熊本市立熊本市民病院 成田　摂 あおば病院　検査科
小林　浩子 株式会社　チューケン日本医薬中央研究所熊本支社 阿部　ゆかり 熊本大学医学部附属病院中央検査部
緒方　俊二 熊本市医師会地域医療センター 山下　由美 社会福祉法人志友会　芦北学園発達医療センター
春口　尚美 熊本市医師会検査センター 福本　美喜子 熊本市医師会検査センター
村元　浩 八代市医師会検査センタ－ 川野　陽子 独立行政法人労働者健康福祉機構　熊本労災病院
新屋敷　紀美代 熊本第一病院 内田　由香利 熊本市保健所
川添　美恵子 山鹿市民医療センター 竹盛　寿美 医療法人吉村会　あきた病院
民本　重一 ＪＨＣＯ天草中央総合病院 吉永　浩子 熊本大学医学部附属病院中央検査部
有働　絹代 山鹿中央病院 永田　栄二 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
柏木　容子 熊本市医師会ヘルスケアセンター 中島　浩二 (財)熊本県総合保健センター
椎屋　真澄 株式会社ＣＩＳ 桑野　喜代 （株）エスアールエル天草営業所
春山　哲男 球磨郡公立多良木病院 新美　昌子 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院



                                平成 28年 8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（再） 

 
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。7 月 20 日現在、まだ参加人数に若干空きがあります。 
参加をご希望の方は、まず、お電話でお申し込みをお願い致します。 
ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様の参加をよろしくお願い致します。 

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（8月 20日、受付で徴収致します） 

【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、受講可能かの確認のため、下記申込先へ、まず電話を 

 してください。受講確認後、申込み書等をお送りいたします。 

          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

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
ビデオ+模擬

実践説明

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：くまもと
森都総合病院

今田龍市

講師：熊大附属病院
中央検査部部長
松井啓隆 先生

講師：熊本労災病院
白石三保子

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（生物化学、血液、一般、生理、微生物、健診）

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）



 

会員各位                                          平成 28 年 7 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        南 惣一朗 

日臨技九州支部 臨床生理部門長  加藤 由希子 

            担当実務      手嶋 敏裕 

                 

九州支部卒後教育研修会（第15回臨床生理部門研修会）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。  

このたび臨床生理部門研修会を下記のとおりに開催致しますので、各県会員の皆様の多数の参加を 

お待ちしております。 

 

テーマ：『 基本をおさえて世界を目指す 』 

日 時：平成28年10月29日（土） 13:30～17:00 （12：30受付開始） 

会 場：九州大学医学部 百年講堂  

〒812-8582 福岡市東区馬出3丁目1番1号 

～プログラム～ 

12：30～ 13：30  受付  

13：30～ 13：40  開講式 オリエンテーション 

 

13：40～14：40   講演Ⅰ  「 近年の活動内容について  」  

              和歌山医科大学 循環器内科 講師         竹本 和司 先生  

  

14：50～15：50   講演Ⅱ  「 大動脈弁疾患と心不全 」  

         九州大学病院 循環器内科 助教          日浅 謙一 先生 

 

16:00～17:00    講演Ⅲ   

「B mode だけでみる僧房弁閉鎖不全、心不全の世界  」  

九州大学病院 第一内科 助教               有田 武史 先生 

 

17:00～         閉講式   

 

 



応募要項  

◇ 募集人数 ： 200 名 （募集人数に達した時点で締め切ります）  

◇ 参加費   ： 3,000 円 （事前振込み） 振込先  福岡銀行  

【店名】    二島（フタジマ）支店 

【店番】     424  普通  

【口座番号】  469326 

・・・事前登録されてから、1週間以内にお振り込みください。  

◇ 募集開始 ： 平成28年9月1日（木） ～ 平成28年10月14日（金）  

◇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申込みより「平成28年度日臨技九州支部臨床生理部門研修会」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。 

※返信が来ない場合は、下記の手嶋までE-mailにてお問い合わせ下さい。 

 

諸注意 

◇ 宿泊の手配は各自でお願いします。 

◇ 会場周辺の飲食店はお休みが多く、事前におすませになることをお勧めいたします。 

◇ できるだけ公共の交通機関をご利用ください。 

    http://www.med.kyushu-u.ac.jp/100ko-do/access/index.html 

 
◇ 研修会当日、欠席された方への受講料の払い戻しは致しません。 

◇ ご不明な点等の問合せは下記までお願い致します。（E-mail のみ） 

         済生会福岡総合病院 検査部   手嶋 敏裕 

       E-mail  morisonpouch@yahoo.co.jp 

http://www.med.kyushu-u.ac.jp/100ko-do/access/index.html


 

会員各位                                          平成 28 年 7 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        南 惣一朗 

日臨技九州支部 臨床生理部門長  加藤 由希子 

                 

九州支部卒後教育研修会（第16回臨床生理部門研修会）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。  

このたび臨床生理部門研修会（熊本・大分地震の報告）を下記のとおりに開催致しますので、各県会員の 

皆様の多数の参加（日帰りで参加できるようなプログラムにしています）をお待ちしております。 

 

テーマ：『 熊本・大分地震を経験した私たちから 

未来の検査技師へ伝えたい事 』 

日 時：平成28年11月12日（土） 12:30～18:00 （12：00受付開始） 

会 場：大分市医師会立アルメイダ病院  

〒870-1195  大分市大字宮崎1509-2 

～プログラム～ 

12：00～ 12：30  受付  

12：30～ 12：40  開講式 オリエンテーション 

 

12：40～13：40   講演Ⅰ  静脈血栓塞栓症の現状と CVTの関わり  

                九州大学医学研究院病態修復内科（第一内科）  

准教授      小田代 敬太先生 

13：50～14：50   講演Ⅱ 「熊本大分地震」ー発災、そのとき当院の対応は？ 

              大分市医師会立アルメイダ病院  

救急・集中治療科部長 稲垣 伸洋先生 

15:00～15:30    講演Ⅲ  熊本地震におけるエコノミークラス症候群予防についての活動報告 

ー臨床検査技師の立場からー 

熊本大学医学部附属病院 生理検査室    今村 華奈子技師 

15:30～16:00    講演Ⅳ     大分から熊本被災地への活動報告   

            長門記念病院 臨床検査科         濱野 貴磨技師  

 

 

 



16:10～17:10    講演Ⅴ  熊本地震の対応と今後の課題   

済生会熊本病院  

医療情報部長 ＆ 医療連携部副部長 甲斐 聖人氏 

17：20～17:50  ディスカッション～会場からの質疑応答 

17:50～18：00    閉講式  

 

＊ＣＶＴの単位申請中 

＊看護師・臨床工学士・放射線技師の受講可 

応募要項  

◇ 募集人数 ： 100 名 （募集人数に達した時点で締め切ります）  

◇ 参加費   ： 3,000 円 （事前振込み） 振込先  ゆうちょ銀行  

【記号】      17280 

【口座番号】  20309911 フジモト リカ 

・・・事前登録されてから、1週間以内にお振り込みください。  

◇ 募集開始 ： 平成28年8月15日（月） ～ 平成28年10月21日（金）  

◇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申込みより「平成28年度日臨技九州支部臨床生理部門研修会」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。 

※返信が来ない場合は、下記の加藤までE-mailにてお問い合わせ下さい。 

 

諸注意 

◇ 宿泊の手配は各自でお願いします。 

◇ 昼食を終えて会場に参加の方お願いします。 

◇ 会場周辺にもの飲食店はあります。会場内での飲食可（受付時間終了まで） 

◇ できるだけ公共の交通機関をご利用ください。 

    http://www.almeida-hospital.com/access.html 

◇ 無料の駐車場を準備しています。 

◇ 研修会当日、欠席された方への受講料の払い戻しは致しません。 

◇ ご不明な点等の問合せは下記までお願い致します。（E-mail のみ） 

         大分市医師会立アルメイダ病院 検査部   加藤 由希子 

       E-mail  yukiko2522@yahoo.co.jp 

http://www.almeida-hospital.com/access.html


 

熊本地震血栓塞栓症予防（ＫＥＥＰ）プロジェクト 

ＤＶＴ検診参加報告 

 
日    時：平成28年6月18日（土）・19日（日） 

  場    所：熊本市総合体育館・益城町総合体育館・南阿蘇村（19日のみ） 

 

震災直後から行われていたエコノミークラス症候群検診のフォローアップ検診

（2か月後）が上記日程で行われました。各検診会場には多数の受診者の来ていた

だき、大きなトラブルもなく2日間の検診を終えることができました。またフォロ

ーアップ検診の課題も残りました。フォローアップが必要な方は受診できたの

か？参加技師の増員や技師教育、検診内容・機器等使用の申し送り体制などが上

がり、今後の検診のために検討したいと思います。 

今回は熊臨技生理部門研究班と熊大病院中央検査部の参加呼びかけに多数の応

募をいただきました。参加者の制限から出動を断念していただいた会員の皆様に

はお礼とお詫びを申し上げます。また参加協力いただいた会員の皆様にはお礼申

し上げます。今回、臨床検査技師は下肢エコー、採血、Ｄダイマー測定に従事し

ました。 

フォローアップ検診内容 

・血圧 脈拍 ＡＶＩ ＡＰＩ 血中酸素量 

・下肢エコー 

・弾性ストッキング着用指導 

・医師面談 

・Ｄダイマー（必要者のみ） 

・日赤熊本医療救護部によるエコノミークラス症候群予防指導 

下肢エコー施行者数 

 18日（土） 19日（日） 合計 

市総合体育館 143 201 344 

益城町総合体育館 109 148 257 

南阿蘇村  44 44 

合計 252 393 645 

今後KEEPプロジェクトでは6か月後、1年後、2年後のフォローアップ検診も企画予定で

す。会員の皆様のご協力、ご理解をお願いいたします。 

熊本地震血栓塞栓症予防（ＫＥＥＰ）プロジェクトとは 

震災直後から各避難所に医療支援・検診参入していた国、県、市、日本循環器学会、日赤医療救護部、

主要病院、日臨技、熊臨技が5/8からまとまってエコノミークラス症候群の検診・予防啓発を行うこと

になり、ＫＥＥＰプロジェクトと命名されました。           （担当 田中信次） 

 



検診出動者名簿 

 6/18（土） 
    

 1.益城町総合体育館 
 

2.熊本市総合体育館 
1 熊本大学医学部附属病院 木下ゆい 1 熊本大学医学部附属病院 城戸亜耶乃 
2 熊本労災病院 福田健太 2 済生会熊本病院 山本多美 
3 熊本労災病院 井上祐子 3 荒尾市民病院 西田吉一 
4 熊本労災病院 渡邊友里恵 4 国立病院機構熊本医療センター 佐々智子 
5 熊本総合病院 山本健司 5 水俣市立総合医療センター 山本沙良里 
6 日赤熊本健康管理センター 田中信次 6 熊本市医師会地域医療センター 今村いづみ 

   
7 天草地域医療センター 祝原久香 

 6/19（日） 
    

 1.益城町総合体育館 
 

2.熊本市総合体育館 
1 熊本大学医学部附属病院 今村華奈子 1 熊本大学医学部附属病院 塩津弘倫 
2 公立玉名中央病院 吉田俊輔 2 公立玉名中央病院 菅原純加 
3 熊本大学医学部附属病院 小川千穂 3 熊本大学医学部附属病院 﨑田充 
4 上天草総合病院 堀江成美 4 水俣市立総合医療センター 今村明子 
5 江南病院 竹下志保子 5 上天草総合病院 片山卓也 
6 江南病院 山本紗世 6 江南病院 中野佳代 
7 日赤熊本健康管理センター 田中信次 7 江南病院 片山桂子 

 3.南阿蘇村  
1 済生会熊本病院 山本多美 

   
2 熊本市民病院 斉藤義治 

    



第 13 回荒尾市健康福祉まつり 出動者及び活動報告 
 
○日時：平成 28 年 6 月 4 日（土）5 日（日） 
○会場：荒尾市総合文化センター 
○主催：荒尾市市域医療福祉推進協議会 
    荒尾市健康福祉まつり実行委員会 
 
『第 13 回荒尾市健康福祉まつり』が荒尾市総合文化センターにて今年も開催されました。 
前日 4 日（土）は、午後より会場設営及び、血糖検査と心電図検査の準備を行いました。 
当日 5 日（日）は、あいにくの悪天候のなか、血糖検査 327 名、心電図検査 111 名と今年も多くの来場

者の方が検査技師会のコーナーに足を運んで下さいました。専門医の医学相談もあり、皆さんご自身の

健康状態を再確認されていました。 
 
【 6 月 4 日（土） 12：30～16：30 荒尾市文化センター 】  8 名 
前日準備：会場設営、血糖検査・心電図検査準備 
 
永瀬博 福田直子 西田志保 山崎芳満 
池内尚貴 東絵里奈 直江綾美 河野真吾（荒尾市民病院） 
 
【 6 月 5 日（日） 9：00～17：00 荒尾市文化センター 】  11 名 
健康福祉まつり：血糖検査、心電図検査、後片付け 
 
受 付）石橋浩三 
血 糖）永瀬博 山崎芳満 池内尚貴 西田吉一 河野真吾（荒尾市民病院） 
    霍田進（有働病院） 
心電図）福山静華 東絵里奈 竹田仁美 池島桂子（荒尾市民病院） 
 
 

 
 



平成 28 年 8 月吉日 
会員各位 

一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 
会 長 増永 純夫 
組織部 河野 公成 

 

『部門対抗ボウリング大会および懇親会』のご案内 

盛夏の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、学術部講演会に引き続き毎年恒例のボウリング大会および懇親会を下記のごと

く開催致します。今回も例年同様、各部門（1 チーム 4 名）による対抗戦と致します

ので、多数の方のご参加をお願い致します。 
記 

日 時：平成 28 年 11 月 5 日(土) 18:15 集合 18:30 スタート 
会 場：スポルト熊本（大劇ビル） 
懇親会：ひゃくしょう茶屋（熊本市中央区下通 1-4-9） TEL096-322-8423 
会 費：4,000 円程度（ボウリング・懇親会費込み） 
申込み：各部門長さんへご連絡下さい。 

（ボウリング・懇親会のどちらか一方でも構いません） 
締 切：平成 28 年 10 月 14 日(金) 
 
＜部門長＞ 
病理細胞部門       ：田上圭二 熊本済生会病院    TEL 096-351-8000 
臨床一般部門      ：松岡拓也 熊本済生会病院     TEL 096-351-8000 
輸血細胞治療部門    ：吉田雅弥 熊本赤十字病院    TEL 096-384-2111 
臨床血液部門      ：津田 勉 SRL（日赤）        TEL 096-384-2111 
生物化学分析・総合管理 ：西村仁志 熊大医学部附属病院 TEL 096-363-0011 
臨床生理部門      ：兼崎太輔 熊本赤十字病院   TEL 096-384-2111 
臨床微生物・遺伝子検査 ：磯崎将博 天草地域医療ｾﾝﾀｰ   TEL 0969-24-4111 

各部門長さんにお願い致します。お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、 
参加申し込みを取りまとめていただき、担当の河野までメールでご連絡をお願い致し

ます。なお、基本的には 1 部門 1 チームですが複数チームも認めます。ただし申し込

み多数の場合は調整をお願いする場合もございますので宜しくお願い致します。 
一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 組織部 
熊本市民病院 検査技術室 河野 公成 （TEL 096-365-1711 内線 1245） 
E-mail kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 



　平成28年9月～平成28年11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
9月9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8日 熊本市 臨床一般部門研修会 認定一般検査技師試験を受験して 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14日 合志市 県央地区研修会
ご施設の輸血マニュアルを見直しませんか？
　～各種ガイドライン・ガイドより～

検体検査 専門 20

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
9月29日 熊本市 臨床生理部門研修会 腹部エコーの基礎 生体検査 専門 20
10月13日 熊本市 臨床一般部門研修会 髄液検査・体腔液検査　（仮） 検体検査 専門 20
10月25日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固（基礎編） 検体検査 専門 20

10月27日 熊本市 病理細胞部門研修会
第３回症例検討会
　①症例１
　②症例２

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

           ＊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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