
平成 28年度 第 9回常務理事会 

日 時： 平成 28年 12月 13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、 

欠席者：  野中 

 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技関係：検査相談・説明のできる検査技師講習会参加率 全国 46.0％、九州 60.1％、

日臨技情勢報告会その他 H29.1.27 全国幹事連絡会議 H29.1.28 いずれも増永会長出席 九州支部関

係：H29.1.21-22 開催の検体採取講習会 出席を促す 熊本県関係；第 7 回熊本県医療人育成会議 

12/10、医専連理事会 12/22、林田寿幸名誉会員 ご逝去、災害協定書 準備中、 

 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 義捐金関連報告 

   ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、 

   ・組織（河野）：会員名簿発行、訂正事項あり 

   ・渉法（逢坂）：平成 29年度賛助会員募集準備 

   ・事業（福吉）：精度管理調査解析会 2/4、臨床検査講習会 3/11 精度管理委員会報告  

   ・学術（今田）：日臨技全国学会座長推薦、くまもと医学検査 査読依頼 

   ・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、災害見舞金中間報告 

・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備 

3、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 会長作成の議事録参照 

4、検査と健康展 11/27 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 会員参加数 14名 

受検者数 体組成１２５名 骨密度１４２名 血管年齢２１２名 乳癌 ９２名 

5、熊臨技災害見舞金の配布  熊本中央病院 12/18 

6、熊本県医療保健福祉団体協議会 12/14（水） ﾃﾙｳｪﾙ熊本 19：00～ 田中出席 

7、熊本市保健医療専門団体連合会理事会 12/22（木）19：00～熊本市医師会館  

8、ＫＥＥＰプロジェクト フォローアップ検診  

12/3 阿蘇医療センター(受診者 64名) 12/4 益城町テクノ仮設住宅（受診者 41名）  

9、平成 28年度ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ九州地区委員会 H29.1.12 福岡市 逢坂 田中出席 

10、日臨技九州支部 臨床検査総合管理研修会 H29.1.21（土）熊大病院 山崎記念館 

11、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 

12、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） 

13、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 

14、その他 

  1）KEEP活動 経費について 

＜協議事項＞ 

  1、第 49回熊本県医学検査学会におけるコメディカルの参加費・その他について 

   ・学会領収書（券 名札）は技師会事務局で印刷する。・参加費は一律１０００円とする。但し、

臨床検査技師で非会員は 5000円を参加費とする。託児所運営方法の情報収集を事務局で行う。 

2、医事功労者県知事表彰推薦および知事表彰祝賀会について 

  ・表彰推薦委員会の推薦を受け、理事会で審議中。12月 15日に県庁に資料送付予定。祝賀会は 

   平成 29年 3月 25日（土）KKRホテル熊本 18:00を予約。 

3、臨床検査講習会日程について 平成 29年 3月 11日（土）14:00～ 熊大病院医学教育図書棟 

4、その他 

   1）災害協定書の整備（連絡先；熊臨技事務所） 

   2）理事会開催 3月 25日予定 場所は選定中 

  次回会議  平成 29年 1月 17日（火） 18:30～ 熊臨技事務所 

 



平成 29 年 1 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 
                              実行委員長 渡邊正剛  
 

第 49 回熊本県医学検査学会 

懇親会・宿泊のご案内 
 
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、ニュース版 11 月号に第 49 回熊本県医学検査学会の開催についてご案内しました

が、今回から学会参加費を徴収しますので改めて学会、懇親会、宿泊をご案内致します。 
皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。 
 

記 

          「第 49 回熊本県医学検査学会」 

  
       会 期  ： 平成 29 年 5 月 21 日（日） 
 
       会 場  ： 山鹿市民交流センター  
 
       学会参加費： 会員  1,000 円  
 

懇親会  ：  平成 29 年 5 月 20 日（土） 
                     会場・宿泊 

     山鹿ニューグランドホテル 
TEL 0968－43－8111 

                 懇親会参加費  6,000 円   
懇親会＋宿泊  13,000 円 

        ＊懇親会、宿泊を希望される方は、担当者へ別紙報

告書（FAX）にて報告をお願いします。受付後、

担当者から折り返し連絡します。 



第 49 回熊本県医学検査学会 
懇親会参加者報告書 

       

施設名  ： 

報告者氏名： 

連絡先  ：TEL 

 

氏名 性別 宿泊（山鹿ニューグランドホテル） 

要：〇  不要：× 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
＊宿泊は、都合により相部屋となる場合があります。（3 名～5 名） 
予めご了承ください。 

＊締切日  （懇親会+宿泊）平成 29 年 3 月 31 日（金） 
        （懇親会のみ） 平成 29 年 4 月 14 日（金） 

                           

 
 

担当者：山鹿市民医療センター  臨床検査科  渡邊 
TEL：0968－44－2185  FAX：0968－44－2277   

tel:0968－44


平成 28 年 12 月 20 日 
会員各位 

一社）熊本県臨床検査技師会 
組織部 河野 公成 

 

熊臨技会員名簿の訂正ならびにお詫び 

 
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。誠に申し訳ございませんでした。心よりお詫びいたします。 
 
会員の皆様にはニュース版 12 月号にて会員名簿の再確認と訂正が必要な場合は下記宛

先までご連絡をお願いした次第です。12 月 19 日までに 4 件のご連絡がありましたので、 
今回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。 
 
 

会員名簿 正誤表 
 

会員番号 氏 名 誤 正 

430024 吉田 美和子 記載漏れ 熊本市医師会検査センター 

430568 岩木 由紀子 記載漏れ 自宅会員 

716567 八並 正義 熊本赤十字病院 株式会社 エスアールエル 

熊本ラボラトリー 

435036 坂口 嘉奈子 自宅会員 退会 

＊敬称略 
 

 
＜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 

mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


熊本県尿沈渣研修会～復興支援 がんばれ熊本！～ 
 

日時：平成２９年１月１５日（日） 
   ９：００～ １２：３０（予定） 
場所：熊本保健科学大学 
 
内容 
OP．９：００～９：１５ 
  本研修会開催にあたって「熊本地震と復興支援」 
Ⅰ．講演 ９：１５～１０：４５ 
  講師：東京大学医学部附属病院 検査部 
     宿谷賢一 技師 
  「新しいタイプの尿細管上皮細胞の臨床的意義」 
II．新企画 １１：００～１２：３０ 
  「クリッカーを使用した参加型講義（尿沈渣，その他）」 
  講師：東京大学医学部附属病院検査部  宿谷賢一 技師 
     広島赤十字･原爆病院       山下美香 技師 
 
受講料：会員   1,000円 
    非会員  3,000円 
 
＊定員は100名までです． 
＊昼食はありません． 
＊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． 
＊鏡検実習はありません． 
 
受付期間：１２月１日（木）～１月７日（土） 
＊応募方法は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，ippankensa@kumamed.jp 
 （熊本医療センター 川畑小百合）にお申し込み下さい． 

※イラストはイメージです 
 （多少違います） 



平成 ２８ 年度 臨床 検 査講 習会  

（日本医師会生涯教育講座 1.5 単位、 CC:1、 2、 15） 

（日本臨床衛生検査技師会生涯教育研修 10 点）  

開 催 案 内 

 熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会では日常診療等における臨床検査の重要性から、医師、

看護師、臨床検査技師等の方々を対象に標記講習会を毎年開催しております。 

本講習会は日本医師会生涯教育講座・日本臨床衛生検査技師会生涯教育研修の一環として開

催いたしますので、多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 

                             熊本県医師会長 福 田   稠 

                         熊本県臨床検査技師会長 増 永 純 夫 

 

 

 

1.実施主体  (社)熊本県医師会・(一社)熊本県臨床検査技師会 

2.日時・場所 平成 29年 3月 11日（土）午後 14時～16時 30分  

熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階第 3 講義室 
 

3.「テーマ」病院検査室の存在意義を高める！ 
 第１部 臨床現場へ踏み出す一歩。検査室からのアプローチ方法を探る 

 症例 1「医師向けの検査結果の説明と追加検査の提案」 

     エスアールエル熊本ラボラトリー       津田 勉   技師 

症例 2「糖尿病教室での患者説明」 

     済生会熊本病院中央検査センター         岡 美貴子 技師 

症例 3「病棟検査機器のﾒﾝﾃﾅﾝｽと精度管理」 

熊本大学医学部附属病院中央検査部     古賀 尚子 技師 

 

第２部 基調講演 

 未定 

4.参加対象者 県下全医療施設の医師、臨床検査技師、その他 

5.申込み 

 ①参加申込 下記申込書により必要事項をご記入の上、熊本県医師会（〒860-8504熊本 

市中央区南熊本 5 丁目 1 番 1 号テルウェル熊本ビル）へ郵送又は、FAX

（096-355-6507）でお申込み下さい。 

 ②参加費用   １人 1,000円（講習会当日ご持参下さい） 

 ③申込期限   平成 29年 3月 3日（金） 
                      キリトリ 

平成 28年度臨床検査講習会参加申込書  

施設名：                   電話番号：                        

参加者氏名 職   種 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
  

 

会場 



平成 28 年 11 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 南 惣一郎 

九州支部遺伝子部門長 外園 栄作 
実務担当 磯﨑 将博 

 
 

日臨技九州支部卒後研修会「第 2 回遺伝子部門研修会」開催のご案内 
 
謹啓 
 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。 
 さて、第 2 回遺伝子部門研修会を下記の要領で開催いたします。テーマを「遺伝子検査

をもっと身近に」と題し、臨床現場で実際に遺伝子検査に取り組まれている先生方にわか

りやすく丁寧にご講演いただきます。参加者の皆様には遺伝子検査に対する理解を深めて

いいただけるものと考えております。奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。 
謹白 

 
記 

日  時：平成 29 年 2 月 11 日（土）13：00～17：50（受付 12：30～） 
会  場：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階第 3 講義室 
     〒860-8556 熊本市中央区本荘 1－1－1 
テ ー マ：「遺伝子検査をもっと身近に」 
応募人数：80 名（先着順） 
参加資格：日本臨床衛生検査技師会会員、賛助会員、他 
参 加 費：4,000 円（テキスト代含む） 但し非会員は 12,000 円 学生 1,000 円 
申込期間：平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日 
申込要領：①～⑥をご記入の上、メールまたは FAX にてお申込み下さい。 

折り返し参加費振込先をお知らせいたします。 
①氏名②会員番号③勤務先④電話番号⑤メールアドレス⑥懇親会参加の有無 

※申込受領の返信がない場合には、お手数ですが電話にてお問合せ下さい。 

申 込 先：〒863-0046 熊本県天草市亀場町食場 854‐1 

天草郡市医師会立天草地域医療センター検査部 磯﨑 将博 

TEL：0969-24-4111 FAX：0969-23-4496 メール：m.isozaki75@gmail.com 
生涯教育：専門課程 20 点 
懇 親 会：研修会終了後、懇親会を企画しております。是非ご参加下さい。 
     （19：00～21：00 会費 4,000～5,000 円程度です） 
 
 
 
 
 

mailto:m.isozaki75@gmail.com


日臨技九州支部卒後セミナー「第 2 回遺伝子部門研修会」プログラム 
テーマ 遺伝子検査をもっと身近に 

開催日時 平成 29 年 2 月 11 日（土） 13 時～17 時 50 分 

開催場所 
熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4階第 3講義室 

〒860-8556 熊本市中央区本荘 1－1－1 

プログラム 

12:30  受付開始                                                     （敬称略） 

13:00  開講式（九州支部遺伝子部門長・外園 栄作） 

13:00  第 1 部                               座長 天草地域医療センター 磯﨑将博 

講演 1：「最新の遺伝子検査技術・システムのご紹介」  

                        アークレイマーケティング（株）加藤 潤一 

講演 2：「感染症分野における耐性菌の現状と感染管理に役立つ遺伝子検査」 

関東化学株式会社 小野崎 正修 

講演 3：「中規模病院で感染症遺伝子検査を導入するために」 
熊本労災病院 森口 美琴 

講演 4：「HLA 検査（PCR-ｒSSO 法）による腎移植チームへの参画」 
熊本赤十字病院 吉田 雅弥 

 

15 分休憩 

 

15：15 第 2 部                  座長 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 佐藤 謙一 

講演 5：「病理分野における遺伝子関連検査」 
熊本大学医学部附属病院病理部 片渕 達也 

講演 6：「造血器腫瘍の遺伝子検査と今後の展望」 
熊本大学医学部附属病院中央検査部 笹田 景子 

講演 7：「直腸・結腸がん患者に対する RAS 遺伝子変異検出の検討」 
熊本大学医学部附属病院中央検査部 久原 春代 
 

15 分休憩 

 

17：00 特別講演             座長 九州大学大学院 医学研究院 保健学部門 外園 栄作 

「網羅的遺伝子検査実現にむけての展望と課題」 

熊本大学大学院生命科学研究部 臨床病態解析学分野 松井 啓隆 

 

17：40 閉講式（総評）：（熊本県臨床検査技師会 会長 増永 純夫） 

 

主 催 
担 当 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 九州支部 

 



平成 28年 12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（化学・免疫・情報研究班） 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。 

  検査データの見方、考え方などをテーマにした研修会を開催します。今回、オーガナ

イザーに済生会熊本病院腫瘍内科：森北辰馬先生からのご意見を頂き、総合的に考察でき

る内容にしたいと考えております。 

  ご多忙折とは存じますが、会員,他職種の方々には多数の参加をお願いいたします 。   
謹白   

記 
【日  時】  平成 29年 1月 26日 (木)  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、他職種 無料  (非会員 3000円) 

【講 演-１】 『高血圧マーカー測定について』    山本裕貴先生（株）和光純薬 

【講 演-２】 『気になる検査データ見方シリーズ⑧』 春田昭一技師（済生会熊本病院）  

              オーガナイザー：森北辰馬先生（済生会熊本病院腫瘍内科）  

－気になる検査データの見方シリーズ⑧－ 
＜症 例＞ 
８４歳 男性 
主訴：食欲不振、体重減少、残尿感 
現病歴：５０日前から食欲不振、某院にて胃カメラ実施も問題なし、症状改善せず、３日

前より発熱により精査目的で当院外来へ 
既往歴：６５歳 胆嚢癌手術、８１歳 糖尿病 

 



【会場案内】 
                     

 

【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 



 

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 2 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。年度末

の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 29 年 3 月 4 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 第 1 講義室（予定） 
 

プログラム 
1．ベックマン・コールター株式会社より話題提供 

 
2．認定試験受験報告               座長 熊本労災病院 森口 美琴 技師 

 
「認定試験を受験して（仮）」           熊本医療センター 林 秀幸 技

師 
「私はこうやって認定試験に合格しました」     熊本労災病院 浜島 智央 技師 

 
3．症例検討             座長    熊本保健科学大学 正木 孝幸 技師 

 熊本大学医学部附属病院 山本 景一 技師 
 

「 症例 1 」             熊本大学医学部附属病院 山本 景一 技師 
「 症例 2 」            水俣市立総合医療センター 榮永 智治 技師 
「 症例 3 」                 公立多良木病院 岩崎 麻衣 技師 
「 症例 4 」                熊本医療センター 川上 洋子 技師 

 
4．特別講演            座長 天草地域医療センター 磯﨑 将博 技師 
「 未定 」 

那覇市立病院 大城 健哉 先生 
 
会場と症例検討の詳細につきましては 2 月のニュース版に掲載いたします。 
研修会終了後、懇親会を行いますので、参加ご希望の方は磯崎（m.isozaki75@gmail.com）

までお申し込み下さい。 

mailto:m.isozaki75@gmail.com


平成 28 年 12 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(免疫血清)のご案内 

 
謹啓 
 初冬の候、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免疫血清分野のご案内を申し上げます。 
甲状腺の in vitro 検査は、目的に応じて甲状腺機能を診断するための検査と甲状腺疾患

の診断のための検査に分けることができます。今回は甲状腺ホルモン合成・分泌の仕組み

や各種ホルモン値の変動、データのピットホール等に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 29 年 1 月 27 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：「どのようにして甲状腺疾患は診断されるのか」 

～in vitro 検査を中心に～ 

       講師：青木 和雄先生 

（アボット ジャパン株式会社） 
 
 

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください 
天草厚生病院 松本繁美 

連絡先 Tel:0969－25－6111 
 



　平成29年2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

2月4日 熊本市
平成28年度熊本県臨床検査精度管理
調査報告会

１）委員長からの提言「これからの臨床検査における精度保証とは
（仮）」
２）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）」
３）平成28年度精度管理調査報告
　　①概要について
　　②生物化学分析部門解析報告　生化学検査・免疫血清検査
　　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
　　④臨床一般部門解析報告　　　尿沈渣・フォトサーベイ
　　⑤輸血細胞治療部門解析報告　輸血検査・フォトサーベイ
　　⑥臨床微生物部門解析報告　　微生物検査フォトサーベイ
　　⑦臨床生理部門解析報告　　　心電図・エコー画像サーベイ

検体検査 専門 20

2月18日 熊本市 生物化学分析部門研修会
①臨床検査技師による糖尿病療養支援
②臨床検査技師の針路は誰が決めるのか？
　～やることは山ほどある～

検体検査 専門 20

2月28日 熊本市 臨床生理部門研修会 腎動脈　～腹部分枝の評価～ 生体検査 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4日 熊本市 臨床微生物・遺伝子部門合同研修会

①話題提供
②認定試験受験報告
　認定試験を受験して
　私はこうやって認定試験に合格しました
③症例報告
　症例１
　症例２
　症例３
　症例４
④特別講演

検体検査 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11日 熊本市 平成28年度臨床検査講習会

①医師向けの検査結果の説明と追加検査の提案
②糖尿病教室での患者説明
③病棟検査機器のメンテナンスと精度管理
④基調講演

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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