
平成 28 年度 第 10 回常務理事会 
日 時： 平成 29 年 1 月 17 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；医専連関係：平成 29 年度熊本市民健康フェティバルは中止、日臨技・九州支部関

係：検査相談・説明のできる検査技師育成講習会参加率 全国（48.4％）九州（62.6％） 
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）：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  
   ・学術（今田）：部門長会議 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 
・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備 

3、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  
4、エコノミークラス症候群予防検診 H28.12/24.・25 南阿蘇村、大津仮設住宅 
5、平成 28 年度ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ九州地区委員会 臨薬協 賀詞交換会  

H29.1.12 福岡市 逢坂田中出席 
6、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 
7、第 10 回医療・保健・福祉連携学会 H29.1.22（日）熊本テルサ 7 名参加 
  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 
8、日臨技九州支部会議 H29.2/4 福岡市 八仙閣 14：00～  会長出席予定 
9、平成 28 年度精度管理調査報告会 H29.2/4 熊大病院 医学教育図書棟 13：00～  
10、臨床検査講習会 H29.3/11 熊大病院 医学教育図書棟 14：00～ 
11、第 3 回理事会 KKR ﾎﾃﾙ  H29.3/25 16：00～  
12、知事表彰祝賀会 KKR ﾎﾃﾙ H29.3/25 18：00～ 表彰者 徳永 英博氏 
13、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） 

14、熊本地震シンポジウム 2017 H29.4/22・23 熊本県民交流会館 パレア 
15、第 66 回日本医学検査学会 H29.6/17・18 千葉県幕張市 幕張メッセ  
16、第 52 回日臨技九州支部医学検査学会 長崎県担当 
17、表彰推薦委員会より厚生労働大臣表彰の推薦に増永 純夫会長を推薦 
18、その他 
 
＜協議事項＞ 
 1、学会参加証兼領収書について：第 49 回熊本県医学検査学会から参加費（1,000 円）を徴収す

ることから領収書が必要となる。さらに糖尿病療養指導士等の更新で参加証明書が必要となる

場合も想定されることから名札と領収書、参加証明が 1 枚で可能となるようなものを準備する。 
2、医事功労者県知事表彰祝賀会について：熊本大学医学部付属病院病理部 徳永英博前技師長を

平成 28 年度熊本県医事・薬事・健康づくり功労者として知事表彰候補者として推薦した。祝賀

会を計画中。 
3、臨床検査技師のための認知症対応力向上研修会の参加人選について：日臨技の推進事業の一

つである認知症領域での検査技師育成のための講習会が鳥取県米子市で開催される。熊臨技と

して参加するか否か、また、参加するのであれば人選も含めて検討した。その結果、新屋敷技

師（熊本第一病院）を派遣することとなった。 
4、その他 
熊本震災関連：被災会員届出  計 307 名 



平成 29年 1月 20日 

熊臨技会員各位 

 

（一社）熊本県臨床検査技師会 

 会長 増永純夫 

 

 

  

 先日、熊本市長から当会へ、地震対応に対するお礼状をいただきました。 

 下記にご紹介いたします。 

 



会員各位                        平成２９年１月吉日 
                           熊本県臨床検査技師会 
                           組織部長 河野 公成 
 

熊本県臨床検査技師会ゴルフコンペのご案内 

謹啓 
  会員の皆様におかれましては益々のご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 この度、第４９回熊本県医学検査学会が県北で開催されます。その前日に 
 ゴルフコンペを企画いたしましたので、多数のご参加をお願い致します。 

謹白 
 

 
記 

 
  日 時：平成２９年５月２０日（土）  

８：３０集合   ９：００スタート   
  場 所：司菊水ゴルフクラブ 費用１１，０００円程度（食事込み） 
      熊本県和水町米渡尾 1380（菊水インターそば） 

℡０９６８－８６－３１２３ 
  参加費：３,０００円 
   
 
  申込先 
   公立玉名中央病院・診療技術部 

臨床検査科  廣瀬 里子 
   TEL ０９６８-７３-５０００（内線 ８５３４） 
   E-mail: kensa1950@tamana-chp.jp 
  申し込みは、E-mail でお願い致します。 
 
  

以上 
 

mailto:kensa1950@tamana-chp.jp


【熊本県臨床検査技師会会費納入について】 

 

一社）熊本県臨床検査技師会 
総務部長 野中喜久 

 
（一社）熊本県臨床検査技師会では、日本臨床衛生検査技師会を通じて会費納入を

お願いしております。詳細は日臨技ホームページをご参照ください。 
 

口座振替日：平成 29 年 2 月 27 日（月曜日） 

 

１．口座振替ができる方 

 

 平成 28 年度年会費を口座振替で納入された方 

 平成 28 年度新入会、再入会の手続きを平成 29 年 1 月 10 日までに完了された方 

 平成 29 年 1 月 10 日迄に届くように｢口座登録用紙｣をご提出いただいた方で、金融機関の承認も得ら

れた方 

 

２．コンビニ支払い用紙でお支払いいただく方 

 

 「登録用紙」でコンビニ支払いを選択した方、「口座振替依頼書」未提出の方 

 「口座振替依頼書」提出済みでも、不備等により口座設定が完了していない方 

 3 月 31 日までにお支払いをお願いします。 

 

３．平成 28 年度 年会費 

 

10,000 円（日臨技年会費）+6,000 円（熊本県年会費） 計 16,000 円 

４．退会申請について 

平成 28 年度で退会を希望される方は、日臨技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

技師会にご連絡ください（下記参照）。 



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 27 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。 

＜各種書類の郵送先＞ 

〒143－0016 東京都大田区大森北 4-10-7   一般社団法人日本臨床衛生検査技師会   03-3768-4722 

会費納入についての問い合わせ先：〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-6 ＳＪＩビル 2F 

（株）メディクプランニングオフィス 0120-006808 
 
 

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。 

 
 
 
 
熊本地震で会費減免が決定した方へ 

 

この度の震災で日臨技より会費減免決定通知が届いた方は、平成 29年度の日臨技年会

費（10,000 円）が免除されます。但し、熊臨技会費（6,000 円）は免除ではありませんので、

ご注意ください。 

（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 



                                 平成２９年１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 

     

 

 

徳永英博氏の医事功労者県知事表彰祝賀会について（ご案内） 

 

 

謹啓 時下 会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、徳永英博氏（熊本大学医学部附属病院）を、公益事業や地域保健事業等へ

の貢献された事に対しまして、当会より「熊本県医事・薬事・健康づくり功労者及び優良

団体等知事表彰」の推薦を実施いたしました。 

 つきましては、下記により祝賀会を開催致しますので、ご多忙の折とは存じますが何卒

多数ご出席戴きます様宜しくお願い申し上げます。 

                                      敬白 

 

  

                                       敬白 

記 

 一、日  時 ： 平成２８年３月２５日（土）１８：００～ 

 一、場  所 ： ＫＫＲホテル 熊本 

（熊本市中央区千葉城町3-31 TEL.096-355-0121） 

 一、会  費 ： ７０００ 円 

  ＊恐れ入りますが、施設連絡責任者の方は参加者を出席表にまとめ郵送又はＦＡＸもしくは 

e-mailにより ３月１７日（金）迄に下記までご連絡下さい。 

   以上 

連絡先 ； 〒８６０－００８３ 熊本市大窪１－６－３ （一社）熊本県臨床検査技師会事務所 

      事務所 FAX 096-200-1221  

メールアドレス  kumaringi@tos.bbiq.jp  

 

 

発起人  増永 純夫（熊本中央病院）    田中 信次（日赤健康管理センター） 

松本 珠美（熊本保健科学大学）  野中喜久（熊本保健科学大学） 

田上 さやか（熊本大学医学部付属病院） 

 

 



         FAX 096-200-1221（熊臨技事務所） 行 

                                      

徳永 英博氏の功労者県知事表彰祝賀会 

出席票 

 

                        平成２９年   月   日 

一、日  時 ： 平成２９年３月２５日（土）１８：００～ 

一、場  所 ： ＫＫＲホテル 熊本  

          

   施設名                  電話番号              

 

   参加者 

    氏名                 氏

名                  

 

   

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

 

  

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

    

通信欄 

 

 

                ＊３月１７日（金）迄に出席者をご連絡下さい。 

 

 



平 成 ２ ８ 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  20 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、本案内文を看護部、検査室等にもご回覧いただき貴施設より多数ご参加下

さいますようお願い申し上げます。 

 

施 設 長  様 

                             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 

 1「血液検査室から提案する積極的な臨床支援と対応法」 

          エスアールエル熊本ラボラトリー     津田  勉    技師 

2「チーム医療への取り組み」 

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

3「病棟検査機器のﾒﾝﾃﾅﾝｽと精度管理（仮）」 

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 特別講演 1 

「医療ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀの利用から見えてきた課題～共用基準範囲と JLAC10」 

     九州大学病院検査部           堀田 多恵子 技師長 

     特別講演 2 

「医療環境の変化に適応できる臨床検査室の運営」 

   ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社  赤松 康宏 様 

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 5-1-1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 



会員各位                         平成 29 年 1 月吉日 
 臨床生理部門 

部門長 兼崎太輔 
 

～ 超音波実技講習会のお知らせ ～ 
 

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喜び申し上げます。 
今回、臨床生理部門にて実技講習会（心臓基礎・腹部基礎）を下記のごとく開催いたしま

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いたします。 

謹白 
  
 

記 
 
 
【日時】平成 29 年 3 月 11 日 (土)  9：00～15：30(予定) 
【場所】熊本保健科学大学  

(昼食の販売はありません。近くに売店やコンビニがありませんので昼食は持参す

ることをお勧めします。)   
【講師】臨床生理部門員 
 
【参加費】熊臨技会員 1500 円 （熊臨技非会員 4500 円） 
 
【申し込み締切】平成 29 年 2 月 20 日まで  
 
※資料の準備、受講者人数把握のため事前登録制とします。 

申し込み先E-mail）k27242645@gmail.com 
 

 ・所属・名前・会員番号(非会員は不要)・受講したいセミナー（心臓か腹部）を明記し、 
メールでの登録をお願い致します。 

・なるべく 1 通のメールに 1 人の記名をお願いします。 
・申し込みが多い場合は抽選とします。（定員は心臓・腹部それぞれ 20 名程度） 

 
 

【お問い合わせ先】 
熊本赤十字病院 生理検査室 兼崎太輔 

TEL096-384-2111（内線 7121） 

mailto:k27242645@gmail.com


平成 29年 2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、ベックマン・コールター株式会社 

 

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 

 

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 

 

「私はこうやって認定試験に合格しました（実技試験偏）」   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（筆記試験偏）」    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 

 

「血液培養よりH. cinaediが検出された 5症例」    熊本大学医学部附属病院 山本 景一 技師 

「当院で分離された CREについて」        水俣市立総合医療センター 四反田 卓 技師 

「診断に苦慮した非定型肺炎の一例」            公立多良木病院 岩崎 麻衣 技師 

「Actinobaculum schaalii による敗血症の一例」      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 

「稀な菌への対処法～MALDI-TOF MS導入で見えたこと～」 

地方独立行政法人 那覇市立病院 大城 健哉 先生 

 

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 年度 第 3 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 
テーマ 「1 型糖尿病への療養指導」 

 
○ 開催期日  平成 29年 3月 12日（日）8時 55分 - 16時 35分 

○ 開催場所 済生会熊本病院 外来がん治療センター4階 コンベンションセンター 

         〒861-4193 熊本市南区近見 5丁目 3番 1号  TEL：096-351-8000 

○ 参 加 費 本会員で２８年度年会費納入者は無料、非会員 2,000円 

○ 認定内容 日本糖尿病療養指導士 認定更新のための研修会 2単位(申請予定) 

 

受 付 （8時 30分～8時 55分） 

開会の辞 （8時 55分～9時 00分） 

 

午前の部 （9時 00 分～12 時 15分） 

《講演①》 9時 00分～9時 45分 

「震災とインスリン保管」 

演者：吉田 陽 先生 (医療法人社団陣内会 陣内病院 薬剤部 主任) 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※  5分 休憩  ※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

《講演②》 9時 50分～10時 35分 

「1型糖尿病患者における運動時の栄養補給」（仮） 

        演者：中川 夏美 先生 (医療法人野尻会 熊本泌尿器科病院 管理栄養士) 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※  10 分 休憩  ※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

《講演③》 10時 45分～12時 15分 

「1型糖尿病の病態と治療」（仮） 

演者：近藤 龍也 先生(熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 講師) 

 

※※※※※※※※※※※※ 昼食休憩（12 時 15分～13時 15分） ※※※※※※※※※※※※ 

 

午後の部 （13時 15分～16時 35 分） 

 

《特別講演》 13時 15分～16時 25分  (10分休憩含む) 

 

「黒田式インスリンポンプ療法」（仮） 
演者：黒田 暁生 先生 (徳島大学 准教授 糖尿病臨床・研究開発センター) 

 
閉会の辞  （16時 25分～16時 35分） 

 

共催 

熊本県糖尿病療養指導士会、日本イーライリリー株式会社 



              
    谷田病院 栄養管理科 上野 愛 行き 
 

 

平成 28 年度 第 3 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ『1型糖尿病への療養指導』 

 
○ 開催期日 平成 29年 3月 12日（日） 

開催場所  済生会熊本病院 外来がん治療センター4 階 コンベンションセンター 
参加費  非会員 2,000円[会員で 28年度年会費納入者は無料] 

○ 認定内容 第 2群（糖尿病療養指導）2単位申請中 

 

※ 注意 弁当（昼食）は各自でご準備ください。 

※ 注意、認定機構への報告に CDEJ 認定番号が必要になりますので必ず CDEJ 番号を

控えて来てください。当日、受付で記載表にこの番号を記入して貰います。 

 

《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 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、3月 8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》谷田病院 上野 愛 宛て 

 FAX 096-234-1249  

TEL 096-234-1248 



平成 29 年 1 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(生理部門)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 年度天草地区研修会生理分野のご案内を申し上げます。 
今回は、下肢静脈エコー検査の基礎的な内容を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 2 月 24 日（金） 18 時 30 分～ 

場所：天草中央総合病院 2 階 第 2 会議室 

講演：「初心者向け 下肢静脈エコー検査」 

       講師：本田 正治先生 

（GE ヘルスケア・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 
天草中央総合病院 唐田秀司 
連絡先 Tel:0969－22－0011 

Mail:kensa@amakusa.jcho.go.jp 



月　日 場　所 主　題 内　容 区分 点数

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
　①私はこうやって認定試験に合格しました(実技試験編)
　②私はこうやって認定試験に合格しました(筆記試験編）
３．症例報告
　①血液培養よりH.cinaediが検出された５症例
　②当院で分離されたCREについて
　③診断に苦慮した非定型肺炎の一例
　④Actinobaculum schaaliiによる敗血症の一例
４．特別講演
　「稀な菌への対処法　～MALDI-TOF MS導入で見えたこと～」

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 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チーム医療への取り組み
③病棟検査機器のメンテナンスと精度管理
④共用基準範囲普及について
⑤医療環境の変化に対応できる病院検査室の運営

専門 20

3月11日 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波実技講習会（腹部・心臓） 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） 専門 20
4月25日 熊本市 臨床血液部門研修会 血算についてメーカー予定 専門 20
5月13日 熊本市 生物化学分析部門研修会 生化学検査初心者講習会 専門 20
5月21日 山鹿市 第49回熊本県医学検査学会
5月21日 山鹿市 平成29年度定期総会 基礎 20
5月23日 熊本市 臨床血液部門研修会 血液像基礎、細胞同定、日常遭遇する血液腫瘍 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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