
平成 29 年度 第 6 回常務理事会 
日 時： 平成 29 年 9 月 12 日（火）18:30 ～20：30 
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； 

熊臨技関係 ① 熊本県と災害対策マニュアルを作成中。松本副会長を災害対策本部常勤のキーパーソン

として推薦する。② 全日本病院協会雑誌 平成 29 年度最優秀論文賞受賞 吉野孝一技師（熊本機能病

院）③ 伊藤機一賞受賞 増永純夫技師（熊本中央病院） 

 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）：部門対抗ボウリング大会 

   ・渉法（逢坂）：平成 29年度賛助会員募集 発行誌広告募集 

   ・事業（福吉）：精度管理試料配布 10/16 試料調整 10/17配布予定 

   ・学術（今田）：学術部講演会 11/25 くまもと医学検査投稿募集  

   ・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 

・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備 

3、KEEPプロジェクト DVT検診 8月 19日 甲佐町白旗仮設団地  20日 大津町室仮設団地 

    9月 24日 益城町テクノ仮設団地 各日 熊臨技会員 7-8名参加  

4、「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」H29.8.20（日）  

熊大医学部附属病院 山崎記念館 1階ホール 9：00～17：00  42名参加 

5、平成 29年度 第 2回熊本県糖尿病療養指導研修会 H29.8.20（日）熊本県立大  

6、医療・保健・福祉連携学会 企画委員会 H29.9.8（金）県医師会館 19：00～ 参加 田中 

7、熊本市医専連シンポジウム H29.9.9（土）熊本市医師会館 14：00～ 座長 今田技師（くまもと森都

総合病院 シンポジスト 春田技師（済生会熊本病院）、竹内技師（熊本医療センター） 

8、第 52回日臨技九州支部医学検査学会 H29.10.21（土）～22（日） 長崎ブリックホール 

9、日臨技九州支部連絡会議 H29.10.20（金） 長崎市 増永、松本、田中、野中参加予定 

10、平成 29年「検査と健康展」H29.11.19（日）ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本  2F東ブリッジ 9：00～ 

11、熊本ｼﾃｨｴﾌｴﾑ出演依頼 12/20（認知症 新屋敷）、12/27（認知症 新屋敷） 

12、法人化 30周年創立 65周年記念式典 平成 30年 6月 2日 講演会 式典 祝賀会 場所 ザ・ニューホ

テル（ニューオータニホテル）で調整中。 

13、第 50回熊本県医学検査学会 担当 県央地区 場所 熊本保健科学大学 平成 30年 6月 3日 

学会長 増永純夫技師（熊本中央病院） 実行委員長 逢坂 珠美技師（熊本中央病院） 

14、その他 

＜協議事項＞ 

1、平成 29年「検査と健康展」について 

スタッフの募集は定員を満たしたことから締め切りとする。今回は、認知症や肝疾患などの質問相談

コーナーを予定しているが、技師会主催の観点から技師のみの参加とする。11/14 配布資料の準備。 

2、ニューリーダー研修会参加推薦について 

日臨技主催で第 4回ニューリーダー研修会が平成 30年 1月に予定されている。今年度は、吉田部門長

（臨床生理）または田上部門長（病理）に参加していただくよう調整する。 



3、平成 29年度 初級・職能開発講習会について 

総合管理部門の上島理事を中心に計画中。平成 30年 2月に熊大で開催予定。 

4、医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会担当者研修会推薦 

標記の研修会は総合管理部門が担当することから、西村技師（熊大病院）が推薦された。12/8～12/10 東京

にて開催される。 

5、第 54回日臨技九州支部 医学検査学会 熊本県担当 について 

常務理事会が準備委員会として計画していくが、平成 30年 6月（定期総会時）に役員改選となること

から詳細（学会長など）は新理事へ引き継ぐこととなった。 

6、その他 

 第 11回 熊本県医療・保健・福祉連携学会が平成 30年 1月または 2月に開催される。メインテーマが

「在宅医療」に決定した。熊臨技からシンポジスト 1名を推薦するが、ニュース版や HPで募集するこ

ととなった。次回の理事会で決定する。 

 会費の返金方法でトラブルが発生していることから、退会手続きとともに返金依頼手続きについてもニ

ュース版で周知することとなった。原則は本人による届出であり、詳細は日臨技 HP確認のこと。 

 



退会手続きについて  以下、日臨技ホームページより抜粋 

 
退会を希望される方は、会員専用ページから退会手続きを行ってください。会員専用ペー

ジから退会手続きが出来ない方は、退会届をダウンロードして日臨技事務局にお送りくだ

さい。  
※この届出用紙は、日臨技のみの退会となります。都道府県技師会の退会については、所

属の都道府県技師会の規程に従い手続きを行ってください。 
 
なお、今年度の退会手続きの有効期限は 3 月 31 日ですが、以下の点にご注意ください。 
1.退会手続きを 1 月 31 日までに行った場合（郵送の場合は 1 月 31 日必着） 
→2 月 27 日（27 日が土日祝日の場合は、翌営業日）の来年度会費の口座振替は行いません。 
2.退会手続きを 2 月 1 日以降に行った場合（郵送の場合は 3 月 31 日必着） 
→2 月 29 日（振り替えられない場合は 3 月 28 日に再度）に、来年度会費の口座振替がか

かりますので、振り替えられた場合は、返金手続きを行ってください。 
なお、3 月 31 までに退会手続きが済んでいない場合は、返金できませんのでご注意くださ

い。 
※ 九州支部内の県の移動については熊臨技の退会手続きは不要です。九州支部外の県への

移動は熊臨技の退会手続きが必要になります。 
 
 

熊臨技への退会申請は下記へお願いします。 

 

 

 

 

※ 会員番号、氏名、生年月日、退会（予定）日を 

FAX、メールまたは郵送でお知らせください。 

 
 

（一社）熊本県臨床検査技師会 
 熊本県技師会事務所 
〒860-0083 熊本市北区大窪１－６－３ 
TEL 096-324-8477（水曜を除く平日 10：00～16：00） 
FAX 096-200-1221 

 e-mail kumaringi@tos.bbiq.jp 



会員各位  
                       第 50 回熊本県医学検査学会 

学会長 増永純夫 
  

 
 

第 50 回熊本県医学検査学会開催のご案内 

 
今回の学会テーマは「臨床検査技師、新たなステージへ」といたしました。 
日臨技ではこの数年間、検査説明・相談ができる検査技師の育成に力が注がれて、それ

と呼応するように検体採取も法的に認められました。このように私たちに求められるも

のは、今までの検査の専門家という立場から新たにチーム医療の一員として顔の見える

真の意味での「臨床」検査技師へと変わりつつあり、今こそ縁の下から抜け出し表舞台

に立つときではないかとの思いを学会テーマと致しました。 
皆様から募集いたします一般演題につきましても、このテーマに沿った演題を登録いた

だければ幸いです。 
 

               
               記 

 

会 期：平成 30 年 6 月 3 日（日） 

会 場：熊本保健科学大学 

 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 実行委員長 逢坂 珠美  
熊本中央病院 検査科                     

 TEL：096-370-3111(内線 1515) 
E-mail：kensa@kumachu.gr.jp 



平成 29 年 10 月吉日 
 

会員各位  
                                 第 50 回熊本県医学検査学会 

学会長 増永純夫 
  

第 50 回熊本県医学検査学会演題募集のご案内 

 
第 50 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、今学会にてご報告していただくよ

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賞、ならびに若手研

究奨励賞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 29 年 10 月 1 日～平成 29 年 11 月 30 日 
 

2. 抄録受付期間 
平成 29 年 12 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日 
 

3. 抄録入力様式は熊臨技 HP をご覧ください。 
 

4. 発表形式はすべ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 PowerPoint 2007～で作成してください。 
 

5. 申込先 
学会学術部長  井島 廣子 
陣内病院  検査部 
TEL  096-363－0011（123） 
E-mail :  laboratory@jinnouchi.or.jp 

※演題申し込みは、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。 

mailto:laboratory@jinnouchi.or.jp


会員各位                                                          平成 29年 10月吉日                        

（一社）熊本県臨床検査技師会 

                      学術部長 今田龍市 

              熊本県臨床検査技師会 

平成 29 年度 学術部講演会のお知らせ 

謹啓 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。 

今年で第 10回となります学術部主催の講演会を下記の通り開催致します。今回は、『検査データから、

疾患の診断・病態を考える』をテーマに、各研究部門よりＣＰＣ形式で分かり易く説明していただき

ます。また特別講演では、熊本大学医学部附属病院 中央検査部部長 松井啓隆先生をお招き致しま

して、主に血液疾患の病態と検査についてご講演を賜ります。 

ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

 謹白 

記 

        日 時 ： 平成 29 年 11 月 25 日（土）受付 12：30～ 

        場 所 ： 熊本市医師会医師会館 ２階講堂 

        テーマ ： 「検査データから、疾患の診断・病態を考える」 

 

  開会の辞  12:55〜13：00                          熊本県臨床検査技師会会長 増永純夫 

＜RCPC＞                                                   座長 熊本中央病院 逢坂珠美 

  症例１   13:00〜13：40  ●生理部門（済生会熊本病院：久木野拓己）他 

  症例２   13:40〜14：20  ●臨床微生物部門（水俣総合医療センター：榮永智治）他 

  症例３   14:20〜15：00   ●臨床血液部門（熊本赤十字病院：津田 勉）他 

  特別講演  15:15〜16：15                            座長 くまもと森都総合病院 今田龍市 

     『多発性骨髄腫の病態と検査』 

                  熊本大学大学院生命科学研究部 臨床病態解析学分野 教授 松井啓隆 先生 

  閉会の辞 16：15〜16：20                        熊本県臨床検査技師会副会長 松本珠美 

【問合せ先】くまもと森都総合病院  今田 龍市  TEL  096-364-6000 

【会場案内】例年と開催会場が違いますので、ご注意ください。 

      駐車場は熊本市医師会医師会館駐車場をご使用いただけますが、 

      できるだけ公共交通機関でお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市医師会 

医師会館 ２階 講堂 



＜RCPC＞症例１ 

 70代 男性 

【主訴】 

 皮膚掻痒感 

【現病歴】 

 平成××年 9月上旬より皮膚掻痒感あり。近医受診後、精査目的で 9月 30日に当院を 

 紹介受診された。  

【既往歴】 

 慢性膵炎、慢性胃炎、尋常性乾癬、紅皮症、顎下腺閉塞  

【家族歴】 

 特記事項なし 

【来院時身体所見】 

 身長：161cm、体重：56kg、体温：36.5℃、血圧：114/62mmHg、瞼結膜：貧血なし、 

 球結膜：黄染あり、心音：純、呼吸音：正常肺胞音、腹部：平坦、軟、圧痛なし、 

 下腿：浮腫なし、神経学的所見：異常なし、 

【入院時血液所見】 

AST         65 IU/l 

ALT         47 IU/l 

LDH        165 IU/l 

ZTT       23.2 Kunkel 

TTT       16.5 Kunkel 

ALP     1290 IU/l 

γ-GTP      95 IU/l 

ChE         85 IU/l 

T-Bil     26.0 mg/dl 

D-Bil     16.8 mg/dl 

Amy         54 IU/l 

 

TP            8.6 g/dl 

ALB           3.4 g/dl 

蛋白分画   

 Alb        38.7 % 

  α1-glb     3.2 % 

  α2-glb     7.7 % 

  β-glb      0.0 % 

 γ-glb     50.4 % 

HCV-Ab        （－） 

HBsAg         （－） 

CEA           0.9 ng/ml 

CA19-9         61 U/ml 

AFP           3.1 mg/dl 

WBC      6000 /μl 

    Neu  56.5 % 

    Ly   34.1 % 

    Ba    0.7 % 

    Eo    1.7 % 

    Mo    7.0 %     

RBC      3.85 ×106/μl 

Hb       11.6 g/dl 

Hcｔ     31.2 % 

PLT      25.9 ×104/μl 

 

 

【腹部 US画像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜RCPC＞症例 2 

 56歳、男性 

【主訴】 

 発熱、咳嗽 

【既往歴】 

 なし 

【現病歴】 

 4日前より発熱あり。近医受診し解熱剤などを処方してもらうも解熱傾向なし。 

 咳が止まらず、呼吸苦の為、20XX年 4月 7日に当院救急外来を受診。 

 加療目的のため、入院となった。 

【来院時身体所見】 

 意識清明、BT 38.5℃、BP 159/98mmHg、SpO２ 98％、雑音なし 

【来院時検査所見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画像検査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜RCPC＞症例 3 

 79歳、女性 

【主訴】 

 乾性咳、息切れ、呼吸困難 

【既往歴】 

 虫垂炎 

【現病歴】 

  20XX年 9月より、乾性咳と息切れが持続するため、前医を受診し、肺炎と診断された。肺炎の治療 

（オゼックス等）中、陰影が残存するため CT 施行。左上葉に腫瘤影、左肺門に LY 腫大を指摘され、 

 精査目的で当院紹介受診された。11月中旬、気管支鏡検査で低分化癌（組織型は未定）と診断。 

 PET-CT、MRIの結果、T2bN2M1b（肺小細胞癌ステージ４期）と診断された。12/1 より DOC単剤療法 

 が開始されたが PDと判断。2/9より、GEMに変更された。 

【来院時身体所見】 

 意識清明、BT 38.5℃、BP 159/98mmHg、SpO２ 98％、雑音なし 

【来院時検査所見】 

生化学検査 血液検査 

TP 8.7 g/dl BUN 9.6 mg/dl WBC 8.64 ×10
３
/μｌ 

ALB 2.8 g/dl CRE 0.72 mg/dl RBC 3.07 ×10
6
/μｌ 

T-Bil 0.3 mg/dl Na 136 mEq/l Hb 8.0 ｇ/ｄｌ 

AST 14 IU/L K 3.8 mEq/l Ht 26.2 ％ 

ALT 8 IU/L Cl 102 mEq/l MCV 85.3 ｆｌ 

ALP 223 IU/L Ca 8.6 mg/dl MCH 26.1 ｐｇ 

LDH 196 IU/L 補正 Ca 9.8 mg/dl MCHC 30.5 ％ 

γ-GTP 15 IU/L CRP定量 2.46 mg/dl PLT 21.5 ×10
4
/μｌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ＜血液像＞ 

血液像検査（機械値） 

Neut 58.0％ 

Eosino 7.6％ 

Baso 0.1％ 

Lympho 25.0％ 

Mono 9.3％ 



平成 29 年 9 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 

初秋の候、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 29 年 11 月 25 日(土) 17:15 集合 17:30 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：4,500 円（ボウリング・懇親会費込み） 
申込み：下記、取り纏め役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 11 月 2 日(木) 
 
＜部門＞         ＜取り纏め＞ 
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 ：井島廣子 陣内病院      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 

各取り纏めの方にお願い致します。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纏めていただき、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 



会員各位 
平成 29 年 10 月吉日   
副会長 田中 信次 

 
第 11 回熊本県医療・保健・福祉連携学会についてのご案内と演者募集のお願い 
 
会員の皆様には平素より技師会活動にご協力、ご理解をいただきありがとう

ございます。この度第 11 回熊本県医療・保健・福祉連携学会が来年はじめに開

催される運びとなりました。つきましては発表者を募集いたします。 
本学会は熊本県の医療・保健・福祉団体で構成されます熊本県医療・保健・

福祉団体協議会が主体となり運営、開催されています。毎年テーマに沿った各

団体の活動報告から他団体との連携を模索する議論が行われています。熊本県

臨床検査技師会は医療技術連携部会に所属しており、これまでも会員の皆様に

学会への発表をお願いしていました。 
今回は「在宅医療」をメインテーマとし、活動の現状報告と多団体との連携を

考える議論が予定されています。会員の皆様から「在宅医療」に従事されてい

る方の日頃の業務状況について発表演者を募集いたします。また皆様の周囲に

在宅医療に従事、奮闘されている検査技師がいらっしゃいましたら情報をお寄

せ下さい。 
                 記 

≪日時≫ 候補①平成 30 年 1 月 27 日（土）13：00～ 
          候補②平成 30 年 1 月 28 日（日）13：00～ 
          候補③平成 30 年 2 月 24 日（土）13：00～ 
          候補④平成 30 年 2 月 25 日（日）13：00～ 

のいずれか 1 日、10 月の企画委員会で決定します。 
 

≪場所≫ 熊本県医師会館（今年 7 月に完成） 
≪テーマ≫  「在宅医療」 
≪演者募集人数≫  １名 
≪発表時間≫ 5-6 分（シンポジウム形式） 
企画委員会での詳細が分かり次第ニュース版に掲載いたします。 

 
お問い合わせ・お申し込みは 日赤熊本健康管理センター 第二検査課  田中 信次 

                     kensa@kenkan.gr.jp までお願いします 

mailto:kensa@kenkan.gr.jp


会員各位 

平成29年10月吉日 

（一社）熊本県臨床検査技師会 

事業部長 福吉葉子 

 

平成29年度 熊本県臨床検査精度管理調査実施について 

 

謹啓 

 会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと存じます 

本年度の熊本県精度管理調査の申し込みは、インターネットを用いたWeb入力による

受付とインターネットが使用できない施設については、FAX用紙での受付を行い、９月

３０日に参加申し込みを締め切らせていただきました。 

参加費の振り込みについては、参加確認書に記載された金額を平成２９年１０月３１

日までに指定された口座へ振り込んでいただきますようお願い申し上げます。 

なお参加費振り込みについては、各施設事務担当への提出が必要な「請求書」「見積書」

をWEB申し込み施設へは連絡先メールアドレスに送付し、FAX用紙での申し込み施設へは

医師会より郵送で送付致しますのでご活用下さい。 

謹白 

 

◇ 実施にあたっての注意事項  

試料の測定、結果回答を行うにあたり、下記の注意事項を必ずご確認下さいますよ 

うお願いいたします。 

 

1. 調査試料発送日 ： 平成２９年１０月１７日（火） 

  10月17日に県内各問屋もしくは宅急便にて試料を発送します。 

  試料の到着日は、地域によって発送当日～翌日となりますので、ご了承下さい。 

  試料は到着次第、不足や容器破損等が無いかを必ずご確認のうえ、速やかに測定して 

  ください。（血液試料は、試料到着翌日までに測定して下さい） 

 

２．精度管理調査の手引書： 平成２９年１０月２日(月)以降に Web上で公開 

  Webで申し込まれた施設は、画面より手引書ファイルをダウンロードして下さい。  

  FAX用紙で申し込まれた施設にのみ、測定試料と共に手引書  を郵送致しますので、 

測定前に必ず確認をして下さい。 



３．フォトサーベイ問題 ： 平成２９年１０月２日(月)以降に Web上で公開 

  CD等のメディアは配布されません。Webでの公開のみとなります。 

 

４．結果回答 

申し込んだコースの中で貴施設が実施している検査項目のみ参加回答をお願いします。

未実施項目については、入力する必要はありません。 

 

５．結果入力締切日時 ： 平成２９年１０月３１日（火）２４時 結果回答画面閉鎖 

  結果回答画面閉鎖後の入力内容の変更、削除、新規入力は一切お受けできません。 

  自施設でWeb入力ができない施設は、事務局にお申し出下さい。 

 

６．評価について 

  評価は、指導改善を目的とし4段階での評価（評価A・B・C・D）とします。 

  D評価に対しては、結果逸脱原因を調査していただき、是正報告書を作成していただく 

ことになりますので、測定した結果の生データ（測定機器から結果レポート）および 

当日の内部精度管理結果などは廃棄せずに保管していて下さい。 

 

７．その他 

  この精度管理調査の集計結果は、熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会及び参加施設 

より提供の依頼があった場合や、担当精度管理専門委員会委員等が必要と判断した場

合に、これを提供することがあります。また、当会の臨床検査データ標準化事業の解

析に使用することもありますので申し添えます。 

 

 

◇ 問い合わせ先 

  熊本県臨床検査精度管理調査  事務局 事業部門担当 

   熊本大学医学部附属病院  福吉葉子 （電話： 096-373-5817） 

 熊本県臨床検査精度管理調査  実務担当 

 熊本大学医学部附属病院  西村仁志 （電話： 096-373-5697） 

 

 



                                平成 29年 10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、チーム医療をテーマ

として、現場で実践されている方に経験談などを交えての内容でお話していただきます。 
皆様に少しでもためになる内容を企画しておりますので、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 29年 11月 18日（土）  14:00～17:00 

【場  所】  熊本大学医学部附属病院 山崎記念館  １階ホール 

【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000円) 

【講    演】  テーマ『 チーム医療 』 

 
『当院における検査結果説明業務への取り組みについて（仮）』 

           講師：泉田 恵美 技師（済生会熊本病院） 

 

       『当院における糖尿病チーム医療 ～臨床検査技師としてのかかわり～ 』 

           講師：手蓑 京美 技師（谷田病院） 

 

【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 096-373-5697)  

山崎記念館 

(１階ホール) 



第14回 日本神経生理検査研究会 九州支部講演会 の案内 
 
開催日時　： 平成２９年１０月２８日（土）　１４：00 ～ １７：４５ 
会場　 ： 熊本機能病院　南館中ホール　https://goo.gl/maps/bJdzy4Puy2C2 

熊本県熊本市北区山室6丁目8-1 
 
受付開始　： １３：３０ 〜 
開会挨拶　： １４：００　八木和広（日本神経生理検査研究会九州支部代表） 

----------------------------　【プログラム】---------------------------- 
■１４：１０ 〜 １５： １０（６０分） 

講演１『神経伝導検査〜波形がみえる〜』 
西村 康平　先生（熊本機能病院） 

　　　休憩（１０分） 

■１５：２０ 〜 １６：２０（６０分） 
講演２『誘発電位検査入門』 

片山 雅史　先生（国際医療福祉大学） 

　　　休憩（１０分） 

■１６：３０ 〜 １７：３０（６０分） 
講演３『脳波検査超入門』 

八木 和広　先生（潤和会記念病院、宮崎大学農学工学総合研究科） 

開会挨拶　： １７：３０　八木和広 
 
懇親会：19時30分予定　熊本市中央区通町筋 周辺 

 事前申込となりますがお時間の赦す方はご参加ください（会費4,000円程度）  
 
参加申込方法 
申込締切 ： 平成２９年１０月２３日(月) 
参加費 ： 日本神経生理検査研究会  会員 ２,000円　・　非会員 5,000円 

会員は例年より1000円値下げしました 
入会は事前に当会ホームページより申し込みをお願いいたします 
Web入会→ http://jsgn.umin.jp/04annai/04-02nyukai/04-annai.html 
＊入会が確認できない場合は非会員の参加費になりますのでご注意ください 

 
ホームページ専用フォーム申込み： 
https://goo.gl/forms/VdzRZSXK8B0dQJZY2 
スムーズな会の運営のため、 
専用フォームのみの申し込みとさせていただきます 
 
お車でお越しの方は、熊本機能病院外来駐車場へお停めください。 
駐車券を会場までお持ちください。駐車場料金が100円になる処理を致します。 

事務局 ：八木　和広　潤和会記念病院脳神経センター内 
TEL ：0985-47-5555（内線:2735） 
mail ：yagikazu8122@gmail.com 

mailto:yagikazu8122@gmail.com
https://goo.gl/maps/bJdzy4Puy2C2
http://jsgn.umin.jp/04annai/04-02nyukai/04-annai.html
https://goo.gl/forms/VdzRZSXK8B0dQJZY2


会員各位                                平成29年10月吉日 

 

（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 

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部臨床検査血液部門長  寺原 孝弘 

（一社）佐賀県臨床検査技師会血液部門生涯教育研修委員    本田 美穂 

 

日臨技九州支部卒後研修会『第29回血液検査研修会』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。この度、日臨技九州支

部卒後研修会「第29回血液検査研修会」を佐賀県にて開催致します。鏡検実習を中心とした日々の

業務に大変役立つ内容となっておりますので、会員の皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

 

テ － マ：『原点回帰 ～血液疾患を見出すスキルを身につけよう！～』 

主  催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 

担  当：（一社）佐賀県臨床検査技師会血液検査部門 

会  期：平成30年 2月17日（土）12：30～18：00   18日（日）9：00～13：00 

会  場：佐賀大学医学部 校舎講義棟第2実習室（1日目）、看護学科第4講義室（2日目） 

参加資格：（一社）日本臨床衛生検査技師会会員 

募集人数：100名 ※定員になり次第締め切ります。 

参 加 費：10,000円（実習、テキスト、資料等を含む）※宿泊の手配は各自でお願いします。 

情報交換会：なお巣 会費：4,000円 ※参加者は会場まで送迎バスで移動します。 

申込方法：日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp/）より申し込んでください。 

登録方法：①日臨技ホームページ→会員専用ページにログインする。 

②行事日程→事前参加申込→九州支部卒後研修会「第29回血液検査研修会」を選択 

 →事前参加申請を押す。 

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受付完了のメールが届く。 

※日臨技ホームページより申し込みできない方は、下記宛てにメールでご連絡下さい。  

申 込 先：sj8951@cc.saga-u.ac.jp  

担  当：佐賀大学医学部附属病院検査部 大江 智満  TEL：0952-34-3250 

申込締切：平成29年12月20日（水）（定員になり次第締め切ります） 

入金締切：平成29年12月20日（水）※情報交換会参加の方は、14,000円ご入金ください。 

入 金 先：ゆうちょ銀行 総合口座 記号：17790 番号：18232691   

口座名：血液卒後研修会佐賀  

(他金融機関からの振込みの場合) 【店名】七七八(読み ナナ・ナナ・ハチ)  

【店番】778 【預金種目】普通預金 【口座番号】18232691 

http://www.jamt.or.jp/
mailto:sj8951@cc.saga-u.ac.jp


プログラム  

 
【1 日目 2 月 17 日（土）スケジュール】 
受付 佐賀大学医学部 校舎講義棟・実習棟 1 階          12：00～12：30 
開講式 オリエンテーション                   12：30～12：50 
鏡検実習                            12：50～14：50 
症例解説                            15：10～18：00 

（バス移動 ※情報交換会の参加者のみ）            18：15～ 
情報交換会（於 なお巣 ）                   19：00～ 
 
【2 日目 2 月 18 日（日）スケジュール】 
受付 佐賀大学医学部 看護学科棟 1 階               8：45～ 9：00 
オリエンテーション                        9：00～ 9：10 
学術教育講演                           9：10～11：20 
   座長：若山 一夫 技師   佐賀大学医学部附属病院 
      寺原 孝弘 技師   済生会日向病院         
講演Ⅰ『末梢血からアプローチする血液疾患（仮）』 

講師：池田 栄一郎 技師  佐世保市総合医療センター  

講演Ⅱ『生化学データから導きだす血液疾患（仮）』 

      講師：池田 弘典 技師   佐賀大学医学部附属病院   

講演Ⅲ『骨髄検査の基本～検体処理から報告まで～（仮）』 

      講師：平野 敬之 技師   佐賀県医療センター好生館  

 

休憩                  11：20～11：35 
 
特別講演                            11：35～12：35 

『血液検査技師として臨床から求められる人材になるためには（仮）』 

座長：平野 敬之 技師   佐賀県医療センター好生館 
講師：末岡 榮三朗 先生  佐賀大学医学部 臨床検査医学講座 教授 

同 附属病院 検査部部長 
 
閉講式                             12：35～13：00 
 
 
 
 
 



JR佐賀駅 

JR佐賀駅 

 会場案内   

〈研修会〉 

［1日目］2/17 12：30～ 

佐賀大学医学部 校舎講義棟 

［2日目］2/18  9：00～ 

佐賀大学医学部 看護学科棟 

  

佐賀大学医学部 

〒849-8501佐賀県佐賀市鍋島 5-1-1 

●JR 佐賀駅からバスで約 25 分 

佐賀駅バスセンター「2 番のりば」 

から市営バス（下記）に乗車、「佐賀 

大学病院」下車。 

・［50 番］神野公園・佐賀大学病院線 

・［51 番］卸センター・佐賀大学病院線 

●JR 佐賀駅からタクシーで約 15 分 

 

※駐車場：附属病院外来駐車場は利用可能です（有料）。駐車券を会場までお持ちください。 

佐賀大学医学部までのアクセス （http://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/access/index.html） 
佐賀大学医学部（鍋島）キャンパスマップ（http://www.saga-u.ac.jp/map/） 
 

〈情報交換会〉 研修会

場（佐賀大学医学部）→ 情

報交換会場は送迎バスで移

動します。 

 2/17 19:00～ 

なお巣 

  

〒840-0833  

佐賀県佐賀市中の小路３−３ 

TEL：0952-29-4198 

●JR 佐賀駅より南へ約 1.2km、 

 徒歩 15 分 

会費 ￥4,000 

http://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/access/index.html
http://www.saga-u.ac.jp/map/


平成 29年 10月吉日 

会員各位 

臨床微生物・遺伝子部門 

部門長 磯﨑 将博 

共催：熊本県臨床検査技師会、関東化学株式会社 

 

平成 29年度第 2回 

臨床微生物・遺伝子部門実技講習会 

 

 

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、平成 29 年度第 2 回遺伝子検査実技講習会を下記要領にて行います。 

前回参加された方はもちろん、特に遺伝子検査を未経験の方は奮ってお申込み

いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

 

記 

 

日  時：平成 29年 12月 16日（土曜日） 9：00～16：00 

場  所：熊本保健科学大学 1305実習室（予定） 

募集人数：10名 

内  容：POT法を用いた分子疫学解析、その他 PCR 

参 加 費：3000円（参加費） ＋ 700円（昼食代として） 

持  参：白衣、手袋、マスク、筆記用具 

申 込 先：磯崎（ m.isozaki75@gmail.com ）までメールにて 

 

 

参加費の徴収に関する重要なお知らせ 

先日の常務理事会におきまして、実技講習会を開催する場合には受益者負担

の原則から参加費を徴収することが決定しました。臨床微生物部門では過去 10

年以上に渡り参加費を徴収してきませんでしたが、今回から参加費を徴収する

ことになりました。会員の皆様には何卒ご理解いただきますようお願い申し上

げます。 

mailto:m.isozaki75@gmail.com


熊本県臨床一般部門尿沈渣研修会のお知らせ 
 

日時：２０１８年１月１４日（日） 
   ９：３０～ １５：３０ 
場所：熊本保健科学大学 
 
内容 
Ⅰ．クリッカーを使用した参加型講義 
  ９：４０～１１：５０ 
  講師：熊本県臨床一般部門員 
     松岡拓也，近藤妙子，上村弘子，山本紀子， 
     小山美佐子，中山陽平，川畑小百合 
  出題：尿，髄液，体腔液，関節液，CAPD排液，BALF 
     寄生虫，精液 
     ※講師，出題内容は変更することがあります． 
 
II．尿沈渣鏡検実習 １２：５０～１５：３０ 
 
受講料：講義のみ   1,000円（※資格更新単位は出ません） 
    講義＋実習  3,500円 
※技師会未加入者は，受講料と別途に3,000円徴収します． 
※弁当希望者は，受講料と別途に600円徴収します． 
※実習の定員は80名までです． 
 
受付期間：１１月１日（水）～１月７日（日） 
※応募方法は下記のURLまたはQRコードにアクセスし，必要事項を 

 入力して「送信」を押して下さい．参加費は当日お支払い下さい．      

 
・URLからアクセス 

https://goo.gl/forms/X4XsbALh6KIKKi9H2 
 
・QRコードからアクセス 

 
※返信メールが届かない方は，@gmail.com 
 からメール受信できるように設定して下さい． 

申請中 

https://goo.gl/forms/X4XsbALh6KIKKi9H2


2017年 8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 輸血細胞治療部門長 舞木 弘幸 
実務担当 坂元 あいこ 

 
 

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 17 回輸血検査研修会』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。 
 この度、標記輸血検査研修会を下記の要領にて開催致します。 
 つきましては、九州各県からの会員の多数のご参加をお待ちしております。 
 また、申込み希望の方は、下記の「申込み要領」をご参考の上、参加登録をお願い致し

ます。 
 
 

記 
 
 

メインテーマ「輸血医療の質を担保できる輸血検査技師の育成」 

 

日程：2017年 11月 3日（金曜日）～5日（日曜日） 

会場：（株）アステム宮崎支店 ２階研修室 

     （〒880-0814 宮崎県宮崎市江平中町 5番地 1 TEL 0985-24-3111） 

   宮崎大学医学部 講義実習棟 ４階実習室 

（〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原 5200  TEL 0985-85-9723） 

     主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 

後援：日本輸血・細胞治療学会九州支部会 

担当：（一社）宮崎県臨床衛生検査技師会 輸血細胞治療部門 

         

 

以上 
 



【申込み要領】 
 

 ○ 定員 : Ａ-認定試験対策コース 30名 

      Ｂ-基礎・初級コース   30名 

 

 ○ 参加費 : 23,000円（テキスト代を含む） 

 

 ○ 取得単位 : 生涯教育点数  専門 40点 

         3日間参加受講生には、認定輸血検査技師申請資格審査基準 5単位 

 

 ○ 申込み期限 : 2017年 10月 10日 

※定員に達した場合、期日前に締切ることがあります 

 

 ○ 申込み方法 : 日臨技ホームページ(http://www.jaml.or.jp/)、研修会事前登録より 

申し込んで下さい。 

 

 〇 登録方法 : ①日臨技ホームページ→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九州支部卒後教育研修会第 17 回輸血検

査研修会を選択し、事前登録を押す。 

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。 

＊諸事情により日臨技ホームページより申し込みができない方は、下記の申し込み用

紙を利用し、郵送で事務局に申込みをしてください。 

 

 ○ 入金先 : ゆうちょ銀行  総合口座  記号 17370  番号 17970861  

   口座名 :  第 17 回輸血検査研修会   

   （他金融機関からの振込みの場合） 

     【店名】七三八（読み ナナサンハチ） 

【店番】738  【貯金種目】普通預金  【口座番号】1797086  

 

 ○ 宿泊は、各自手配をお願い致します。 

 

 〇 意見交換会：ガーデンレストラン はな花 19時～ 会費 4,500円  

         宮崎市松山１丁目 1-1 宮崎観光ホテル 1階 

 

 ○ 事務局 : 〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原 5200 

        九州支部卒後教育研修会  第 17回輸血検査研修会事務局 

        宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部   坂元 あいこ 宛 

         （ 直通 TEL: 0985-85-9723  FAX: 0985-85-9723 ） 

        E-mail：aiko_sakamoto@med.miyazaki-u.ac.jp 



九州地区卒後教育研修会 

第 17回 輸血検査研修会 申込み用紙 

         漢字                ふりがな 

１．受講者氏名 

                         ＜部署名＞ 

２．勤務先名 

３．勤務先住所   〒                   県 （市以降の住所は下記へ） 
 
          市 

４．勤務先電話番号                    （内線       ）  

５．勤務先ＦＡＸ 

６．技師会会員番号 技師会所属県            県 

７．技師勤務年数       年  輸血検査経験年数         年 

８．（添付可能）Ｅ-mail              ＠ 

※ ℓ(エル)と数字の 1、0(ゼロ)とＯ(オー)、「－」(ハイフン)、「＿ 」(アンダーバー)などを 

区別して記載して下さい。添付可能なメールアドレスの記載をお願い致します。 

９．研修コース   （  ）に○をつけて下さい。 
    

  （   ）Ａ-認定試験対策コース     （   ）Ｂ-基礎・初級コース 

10．意見交換会   （  ）に○をつけて下さい。会費は当日徴収いたします。 
 

  （   ）参加する        （   ）参加しない 

 

意見交換会の中で、ナイトセミナーを予定しています。 

ナイトセミナーで聞きたいことや日頃の疑問点等があればご記入下さい。 

 

 

 

11．2日目の昼食  （  ）に○をつけて下さい。お弁当代は当日徴収いたします。 
 

  （   ）希望する        （   ）希望しない 

   

※ 全ての記載が確認できないと、受付登録できない事がありますので、ご注意下さい。 

 

 

 

 



プログラム 
 

1 日目； 11月３日(金)  （株）アステム宮崎支店 ２階研修室 

   

受付                             12:30 ～ 13:00 

  開講式 オリエンテーション                  13:00 ～ 13:15 

 

 Ⅰ 講演                             13:15 ～ 14:35 

 講演１ 「当院における赤血球輸血の現状」 

大分赤十字病院 検査部  内山田 健次 

 

講演 2 「緊急輸血における院内体制について」 

熊本赤十字病院 検査部  吉田 雅弥 

 

 講演 3 「当院における自己血貯血の現状」 

長崎みなとメディカルセンター市民病院 臨床検査部 輸血管理室  松本 玲子 

 

講演 4 「輸血のシステム化について」 

久留米大学病院 臨床検査部 輸血検査室  江頭 弘一 

   

 Ⅱ 講演                             14:50 ～ 16:10 

講演 5 「抗 Aおよび抗 Dに部分凝集がみられた症例への対応について」 

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 臨床検査部  粟國 徳幸 

 

 講演 6 「ABO遺伝子タイピングの方法」 

鹿児島大学病院 輸血・細胞治療部  舞木 弘幸 

 

講演 7 「温式自己抗体の検査法について」 

佐賀大学医学部附属病院 検査部  山田 麻里江 

 

   講演 8 「新生児および小児の輸血について」 

宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部  坂元 あい子 

 

  Ⅲ 2日目実習の説明                      16:10 ～ 16:45                                   

 

 



2 日目； 11月 4日(土) 宮崎大学医学部 講義実習棟 ４階実習室 

 

   集合                                   8:30 

  移動                                8:30 ～ 9:00 

 Ⅳ 実技                              9:00 ～ 16:00 

  Ａ-認定試験対策コース 

   1.血液型検査  2.交差適合試験（抗体検査） 3.カラム凝集法 

 

  Ｂ-基礎・初級コース 

   1.血液型検査  2.吸着解離試験  3.Ｄ陰性確認試験  

4.不規則抗体検査（スクリーニング、同定） 6.交差適合試験 

 

 Ⅴ 実技研修解説                          16:00～18：00 

 

  意見交換会                            19：00～21:00 

 

3 日目； 11月 5日(日)  （株）アステム宮崎支店 ２階研修室 

   

集合                                  8:45 

 

 Ⅵ 教育講演                            9:00 ～ 10:00 

  教育講演 1 「移植医療と HLA」 

福岡赤十字病院 検査部 移植検査課／輸血細胞治療部 橋口 裕樹 

 

  教育講演 2 「自己抗体と輸血検査」 

近畿ブロック血液センター 堀 勇二 先生 

 

 Ⅸ 特別講演                           10:20 ～ 11:10 

  特別講演１「救急室における緊急輸血の基本的考え方」 

宮崎県立宮崎病院 救命救急科 部長 雨田 立憲 先生 

 

 Ⅹ 特別講演                          11:10 ～ 11：50 

特別講演 2  「科学的根拠にもとづく血小板製剤の使用ガイドライン」 

宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 副部長 久冨木 庸子 先生 

 

閉講式 修了証書授与                     11:50 ～ 12:10 

 

 

 



（株）アステム宮崎支店への交通アクセス 

 

〒880-0814 宮崎県宮崎市江平中町 5番地 1 TEL 0985-24-3111 

 

～自家用車を利用される方～ 

 ①東九州自動車道・・・・・・・・・・宮崎西 ICから約 20分 

 ②宮崎自動車道・・・・・・・・・・・宮崎 ICから約 20分 

 

～JRを利用される方～ 

 宮崎駅より徒歩約 10分（約 1,000メートル） 

 



宮崎大学医学部・附属病院への交通アクセス 

 

〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原 5200  TEL 0985-85-9723 

 

～自家用車を利用される方～ 

 ①東九州自動車道・・・・・・・・・・清武 ICから約 10分 

 ②宮崎自動車道・・・・・・・・・・・宮崎 ICから約 10分 

 

～JRを利用される方～ 

 宮崎駅より日豊本線下りに乗車し、清武駅にて下車。 

 清武駅前バス停より、宮崎交通バス「清武方面宮崎大学・大学病院」行き→「大学病院」 

 

～バスを利用される方～ 

 宮崎駅バスセンター（西１乗り場）より、下記番線乗車→「大学病院」下車 

宮崎交通バス 811番線「木花台方面 宮崎大学・大学病院」行き 

       822番線「まなび野方面 宮崎大学・大学病院」行き 

       832番線「清武方面宮崎大学・大学病院」行き  

 



 

 

宮崎大学医学部・附属病院 構内図 

 

 

 

 

＊大学構内に駐車場がございます。（無料券を発行しますので駐車券を受付までお持ち下さい。） 

＊２日目は、宮崎市街地から宮崎大学医学部まで貸切バスを運行致します。 

また、実技研修終了後、宮崎大学医学部から意見交換会会場までバス運行します。 

 

駐車場 入口 集合場所：臨床講義棟 105 号 

実技会場：４階実習室 

駐車場 



　平成29年11月～平成30年1月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数

11月未定 熊本市 総合管理部門研修会 チーム医療研修会（病棟業務、糖尿病教室、NST、ICT等） 基礎 20
11月7日 熊本市 臨床生理部門研修会 神経伝導検査　～手技と波形解釈～ 生体検査 専門 20
11月11日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 試験管法と自動機器の違いについて 検体検査 専門 20

11月19日
上益城
郡

平成29年度　全国検査と健康展
①認知症、肝疾患に関する質問・相談コーナー
②血管年齢測定
③誘導、案内、パンフレット配布等

基礎 20

11月25日 熊本市 平成29年度　熊臨技学術部講演会

検査データから、疾患の診断・病態を考える
　①症例１
　②症例２
　③症例３
　④多発性骨髄腫の病態と検査

検体検査
生体検査

専門 20

11月28日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査（Ｑ＆Ａ） 検体検査 専門 20
11月30日 熊本市 病理細胞部門研修会 第４回症例検討会 検体検査 専門 20
1月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 腹部エコー症例検討 生体検査 専門 20
1月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 医療安全 検体検査 専門 20
1月14日 熊本市 臨床一般部門尿沈渣研修会 実技講習会 検体検査 専門 20
1月23日 熊本市 臨床血液部門研修会 症例検討会 検体検査 専門 20
1月25日 熊本市 病理細胞部門研修会 形態研究閑話 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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