
平成 28 年度 第 12 回常務理事会 
日 時： 平成 29 年 3 月 14 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・九州支部関係、鹿児島県技師会より義捐金送金済み。熊臨技関係、災害時におけ

る支援体制の構築を進める。まずは関係各所の協定書作りから。 

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）：平成 28年度臨床検査講習会。精度保証セミナー 7/29予定 

 ・学術（今田）：部門長会議 くまもと医学検査進捗 

 ・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 6/10予定 

・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、共用基準範囲調査依頼（鹿児島県技師会からの）について 熊本県は１０施設導入済み 

4、表彰推薦委員会 3/8 18：30～ 熊臨技事務所 学術奨励賞、会長賞、永年職務精励者表彰の候補

者案作成。理事会へ上申する。 

5、病棟業務実施施設調査について（日臨技依頼） 現在、アンケート実施中。訂正して再掲載する。 

6、平成 28年度 臨床検査講習会 H29.3/11 熊大病院 医学教育図書棟 4階第 3講義室 参加者 89 名 

7、第 3回理事会  KKR ﾎﾃﾙ H29.3/25 16：00～ 次年度事業計画案・予算案他  

8、医事功労者県知事表彰祝賀会 KKR ﾎﾃﾙ H29.3/25 18：00～ 表彰者 徳永 英博氏 

9、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 一般演題 18題 

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 

特別講演「総合診療を通した玉名での試み」熊大 田宮貞宏先生 

文化講演「山鹿の歴史（仮題）」山鹿文化協会会長 木村理郎先生 

10、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 

11、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 

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

演題募集期間 平成 29年 3月 13日（月）～5月 31日（水） 

抄録募集期間 平成 29年 4月  3日（月）～6月 30日（金） 

13、その他  

＜協議事項＞ 

  1、学会参加証兼領収書について 理事会に見本を用意し、決定する。 

2、熊本シティエフエム出演依頼 テーマ決定 6/21（DVT 関連）、12/20（認知症）、12/27（認知症） 

3、県南地区理事 小田和理事転勤 後任選出の為、役員推薦委員会を開催する。メール審議も可。 

4、平成 29年度事業計画案・予算案について 理事会へ提出する 

5、ニュース版 4月号特集について 熊本震災特集号を予定。写真等を用意する。 

6、その他 第 50回熊本県医学検査学会 学会長 増永熊臨技会長に決定。 

 



（平成２９年４月１日現在）

部門名・担当 氏名 施設名 電話

総合管理部門
部門長 西村　仁志 熊本大学医学部附属病院 096-373-5697

副部門長 春田　昭一 済生会熊本病院　　　　 096-351-8000

副部門長　兼（会計） 上島　さやか 水俣市立総合医療センター 0966-63-6311　

（会計） 田中　洋子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5697　

遺伝子部門
部門長 磯崎　将博 天草地域医療センター 0969-24-4111

副部門長 山本　景一 熊本大学医学部附属病院 096-373-5696

（会計） 松下　久美子 天草地域医療センター 0969-24-4111

臨床微生物部門
部門長 磯崎　将博 天草地域医療センター 0969-24-4111

副部門長 正木　孝幸 熊本保健科学大学 096-275-2111

副部門長 森口　美琴 熊本労災病院 0965-33-4151

副部門長 山本　景一 熊本大学医学部附属病院 096-373-5696

（会計） 松下　久美子 天草地域医療センター 0969-24-4111

臨床一般部門
部門長 松岡拓也 済生会熊本病院 096-351-8000

副部門長 中山陽平 熊本中央病院 096-370-3111

副部門長 亀山広喜 熊本保健科学大学 096-275-2111

（会計） 西山明美 あきた病院 096-227-1611

生物化学分析部門
部門長 井島　廣子 陣内病院　　　　  096-363-0011 

副部門長 一瀬　康浩 熊本医療センター　　 096-353-6501

副部門長　兼（会計） 山内　露子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5712

臨床生理部門
部門長（画像） 吉田　健一 熊本労災病院 0965-33-4151

副部門長（神経） 兼崎　太輔 熊本赤十字病院 096-384-2111

副部門長（呼吸循環） 今村　華奈子 熊大医学部附属病院 096-373-5695

（会計） 高橋　圭 熊本託麻台リハビリテーション病院 096-381-5111

（会計） 渡邊　友里恵 熊本労災病院 0965-33-4151

輸血細胞治療部門
部門長 吉田　雅弥 熊本赤十字病院 096-384-2111

副部門長 山田　聡美 熊本機能病院 096-345-8111

副部門長 吉田　賢太 済生会熊本病院 096-351-8000

（会計） 田中　希歩 熊本赤十字病院 096-384-2111

臨床血液部門
部門長 津田　勉 SRL（日赤病院検査部) 096-384-2111

副部門長 笹田　景子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5702

副部門長 藤崎　恵 熊本医療センター 096-353-6501

（会計） 吉野　美香 熊本中央病院 096-370-3111

病理細胞部門
部門長 田上 圭二 済生会熊本病院 096-351-8000

副部門長 遠山 亮佐 くまもと森都総合病院 096-364-6000

（会計） 布上 亜紀 熊本市医師会検査センター 096-372-6767

平成29年度　熊臨技学術部　部門役員紹介



平成 29年 3月 21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 

この度、当方の確認不足により株式会社エスアールエル様の会員名簿に所属施設名の間

違いがありました。誠に申し訳ございませんでした。 

下記のごとく訂正致しましたので、会員名簿 23ページに挿入をお願いいたします。 

 

株式会社エスアールエル熊本ラボラトリー       yamamoto-keiko@srl.srl-inc.co.jp 

〒861-8039 熊本市東区長嶺南 1-1-100 TEL 096-384-7355 FAX 096-384-7614 

会員番号 氏 名 連絡責任者 

430432 久保田 佳子  

434601 山本 敬子 ○ 

434718 村上 晶子  

 

株式会社エスアールエル熊本赤十字病院ブランチラボ  m-ogata@srl.srl-inc.co.jp 

〒861-8039 熊本市東区長嶺南 2-1-1 TEL / FAX 096-387-6963  

会員番号 氏 名 連絡責任者 

141287 勝見 良彦  

405884 津田 勉  

406021 境 淳子  

406577 井上 由美  

430686 前田 久美子  

434216 池永 美保  

434490 多田隈 理佐子  

434550 福嶋 高秋  

434577 尾崎 陽子  

434783 渕上 裕子  

434818 熊谷 理絵  

434971 山本 智絵  

435009 緒方 恵 ○ 

435026 桂 久代  

435049 松村 恵奈  

702143 松村 修  

706208 宮本 真志  

716567 八並 正義  

 

＜連絡先＞ 〒862-8505 熊本市東区湖東 1-1-60 熊本市民病院 検査技術室 河野公成 

TEL 096-365-1711  (内線 3442 ）E-mail kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp 

mailto:kawano.kiminari@cityhosp-kumamoto.jp


平成 29年 4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、懇親会および 

弁当予約のご案内 
 
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。 

 また、会員皆様のご協力により演題も集まり誠に有難うございました。 
さて、学会当日は、演題発表のほかに特別講演、山鹿灯籠踊り、閉会後に特産品をご

用意しお土産抽選会を企画しておりまので、多数のご参加をお待ちしております。 
また、学会前日の懇親会および学会当日の昼弁当予約についても併せてご案内いたし

ますので、懇親会の参加、昼弁当予約の方は FAX または E-mail にてご報告ください。 
 
 

記 

第 49 回熊本県医学検査学会 
       会期：平成 29 年 5 月 21 日    開会 9 時 00 分 
       会場：山鹿市民交流センター 
 

特別講演 1（学術講演：市民公開講演） 
     「総合医療を通した玉名での試み」 

              熊本大学附属病院 
              地域医療・総合診療実践学寄附講座  

准教授  田宮 貞宏 先生 
（玉名教育拠点/公立玉名中央病院 総合診療科） 

特別講演 2（文化講演：市民公開講演）  
    「福田 信卿－産婆の父、天然痘予防の普及者と山鹿」 
      山鹿文化協会 
       会長  木村 理郎 先生 
 



懇親会 
   開催日時：平成 29 年 5 月 20 日（土）   18 時 30 分～ 
   会場：山鹿ニューグランドホテル     Tel：0968-43-8111 
   参加費：6000 円  ＊当日会場にて徴収致します。 
 

 
 

【懇親会】 
施設名  ：          報告者氏名： 
連絡先  ：TEL 

氏名 氏名 

 
 

 

 
 

 

 ＊締切日：平成 29 年 4 月 28 日（金） 
 

【弁当予約】 
施設名  ：          個数： 
報告者氏名： 
連絡先  ：TEL 

氏名 氏名 
 
 

 

 
 

 

＊料金 800 円 当日会場にて徴収しますが、釣り銭が要らないようにご用意ください。 
 ＊締切日：平成 29 年 5 月 10 日（水）まで延長しました。 
 
 
 
 
                       

＜報告先＞ 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   
E-mail:yamaga.cityhp.kensa@abeam.ocn.ne.jp 
 

 



特集  熊本地震後の活動記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 4月の熊本地震発生から間もなく 1年を迎えようとしています。 

私たち熊本県臨床検査技師会は全国からボランティアとして参加いただいた 

検査技師の皆様と共に発災直後よりエコノミークラス症候群予防啓発の為に 

DVT検診を行ってきました。1年目の節目を迎えるにあたり、今までの活動の 

記録をまとめましたのでここに報告致します。 

なお、これまでの活動にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。 

                            増永 純夫 

震災後の熊本城 

がまだせ！熊本ブルドーザー作戦 ミーティング風景 



Aチーム（県・熊大循環器チーム）

熊本県 他県

益城保健福祉センター 40

広安小学校 26

広安小学校 27

アクアドームくまもと 66

桜木小学校 13

秋津小学校 14

秋津センター 17

桜木中学校 16

託麻西小学校 29

広安西小学校 31

河原小学校 40

西原中学校 50

湖東中学校 15

山西小学校 86

アクアドーム 20

4/28 五福小 1 3 45

グランメッセ熊本 213

西公民館、合同庁舎 5

県立総合体育館 44

花陵中 33

4/30 グランメッセ熊本 1 4 253

五福小学校 14

一新小学校 10

西山小学校 4

龍田体育館 17

合計 25か所 11 24 1128

Bチーム（市・JMAT合同チーム）

熊本県 他県

4/27 アクアドーム 1 2 20

碩台小学校 5

竜南中学校 4

白山小学校 3

白川憩いの家 3

五福小学校 48

西公民館・西合同庁舎 15

県立総合体育館 52

花陵中学校 32

城南スポーツセンター 18

火の君文化センター 24

五福小学校 14

一新小学校 11

西山中学校 3

龍田体育館 17

京陵中学校 9

帯山中学校 9

熊本大学本荘体育館 19

合計 18か所 5 24 306

延べ　18か所　　県内技師　16名　県外技師　48名　検診者数1434名

震災後前期のDVT検診

4/29

5/1

検診日 検診場所

出動技師数

4/23

4/24

4/25

4/26

4/27

1 4

1 2

検診者数

5/1

4

1 4

1 3

0 5

検診日 検診場所

4/28

4/29

4/30

検診者数

5/2

1 2

1 2

2 0

2 4

1 3

出動技師数

1

1 6

小学校の空き倉庫で検診

休まれている横に機器を持ち込んで

ストッキング装着指導 身近な台を使って

保健室を利用して



熊本県

5/3（火） 清水小学校 32

熊本市総合体育館 34

植木文化センター 14

県立総合体育館 34

火の君文化センター 35

アクアドーム 28

5/4（水） 熊本市総合体育館 37

大江公民館 49

植木文化センター 12

清水総合出張所 5

楡木小学校 1

楠木小学校 3

龍田小学校 5

龍田体育館 8

西部公民館 64

火の君文化センター 17

天明公民館 12

下城南公民館 13

城南スポーツセンター 8

アクアドーム 113

5/5（木） 西区合同庁舎 36

花園公民館 12

花陵中学校 5

かがやきの森 12

天明公民館 21

御船中学校 59

大江公民館 2

合計 108 671

検査者数検診場所検診日

ゴールデンウィーク時のDVT検診

66

38

32 46

46

出動技師数

他県

38 45

保健科学大学に集められた

検診物品

日臨技、他県技師会、熊臨技

メンバー等で打ち合わせ中

日臨技 長沢副会長が

検診出動者に激励

検診に向け会議中の

増永会長、田中副会長、熊大池田技師長

日臨技の宮島会長が来熊

されました

日臨技から支援調整委員と

して島村総務部長も来熊



全国より200名程の技師が

保健科学大学へ集合

寝袋持参で集合してもらいました

検診前の事前説明 皆で検診場所の準備

避難者へ声掛けを行う県外の技師 採血とDダイマー測定の様子

検診車も出動しました

弾性ストッキングの指導も技師が行いました 体育館での検診の様子

据え置き型の

超音波装置で

中枢側まで

観察可能に



熊本県 他県 検診者数
5/14（土） 西原村立山西小学校 6

西原村構造改善センター 32
西原中学校 29
河原小学校 23

6/18（土） 益城町総合体育館 106
熊本市総合体育館 139

6/19（日） 益城町総合体育館 144
熊本市総合体育館 200
本田技研 22
ファームランド 22

8/21（日） 益城テクノパーク 26
市民病院 43

9/22（木） 市民病院 71
益城総合体育館 53
はぴねす 45

12/3（土） 阿蘇医療センター 8 5 64
12/4（日） 益城テクノ団地 7 5 41

室南出口団地/長陽運動公園団地 2 1 17
加勢ノ上団地/下野山田団地 2 2 12
室南出口団地 3 1 21
岩坂団地 3 2 15

合計 94 43 1131

震災後フォローアップDVT検診

12/24（土）

12/25（日）

出動技師数

6

13

14

14 1

22 26

検診日 検診場所 益城町総合体育館の廊下にて検診

D-D測定の様子 熊本市総合体育館での検診

丁寧に説明しながらエコー検査実施 血圧測定の様子



熊本県 県外
広安小学校 10

益城町保健福祉センター 2 延べ　76か所　県内技師55名　県外22名　
益城町保健福祉センター 27 　 検診者数　1751名

ひろやす荘 7
城南中学校 23

グランメッセ熊本 3
月出小学校 20
託麻南小学校 15
託麻東小学校 8
画図小学校 21
若葉小学校 17
ひろやす荘 11

4/22（金） エミナース 2 0 59
益城保健福祉センター 40

広安小学校 26
広安小学校 27

アクアドームくまもと 66
桜木小学校 13
秋津小学校 14
秋津センター 17
桜木中学校 16
託麻西小学校 29
広安西小学校 31
河原小学校 40
西原中学校 50
湖東中学校 15
山西小学校 86
アクアドーム 20

4/28（木） 五福小 1 3 45
グランメッセ熊本 213

西公民館、合同庁舎 5
県立総合体育館 44

花陵中 33
4/30（土） グランメッセ熊本 1 2 253

五福小学校 14
一新小学校 10
西山小学校 4
龍田体育館 17

サンライフくまもと 3
はあもにい 2
大江公民館 8
市立体育館 17

東老人福祉センター 7
託麻公民館 4
五福公民館 8

東部はつらつ交流会館 8
秋津公民館 6
森都心プラザ 8
花園公民館 8
県立体育館 13
山西小学校 6

構造改善センター 32
西原中学校 31
河原小学校 20
西部公民館 9

熊本地方合同庁舎 4
富合雁回館 14

アクアドームくまもと 14
城南総合スポーツセンター 8
火の君文化センター 9

南部総合スポーツセンター 5
天明公民館 8
龍田体育館 6
武蔵塚武道場 5
龍田公民館 2
若葉小学校 9
泉ヶ丘小学校 1
月出小学校 7
西原中学校 9
桜木東小学校 5

5/25（水） 益城町保健福祉センター 2 0 25
5/26（木） 益城町総合体育館 2 0 30
5/27（金） 益城町総合体育館 2 0 21
5/30（月） 小坂小学校 2 0 2

御船カルチャーセンター 9
御船スポーツセンター 17

合計 76か所 55 22 1751

検診日 検診場所
出動技師数

検診者数

4/19（火） 2 0

4/25（月） 2 0

1

4/20（水） 2 0

4/21（木） 2 0

4/23（土） 2

4/24（日） 1 2

4/26（火） 2 4

4/27（水） 1 3

4/29（金） 1 4

5/1（日） 1 2

5/9（月） 2 0

5/10（火） 2 0

5/11（水） 2 0

5/12（木） 2 0

5/13（金） 2 0

5/14（土） 2 0

5/16（月） 2 0

5/17（火） 2 0

5/18（水） 2 0

5/19（木） 2 0

5/20（金） 2 0

5/23（月） 2 0

5/24（火） 2 0

5/31（火） 2 0

4月19日、初めての検診出動

明るい場所でのエコー検査に苦戦

エコーと血圧測定を同時に行い時間短縮

当初は無理な姿勢で検査を行うことも

熊本市民病院のDVT検診



エコーと血圧測定を同時に行い時間短縮



日時 発表者 発表学会、講演会名 演題名 所属施設
2016/5/26 池田　勝義　 国立大学病院検査部会議 熊本地震の経過報告 熊本大学医学部付属病院
2016/7/17 緒方　佑仁 第52回熊本心血管エコー懇話会 熊本市民病院DVTチーム活動報告 熊本市民病院
2016/8/31 山本　多美 第32回世界医学検査学会・第65回日本医学検査学会 「KUMAMOTO Earthquakes and KEEP project」 済生会熊本病院
2016/9/3 山本沙良里 院内学会 DVTフォローアップ検診に参加して 国保水俣市立総合医療センター

2016/9/3 池田　勝義　
IFBLS 2016・第65回日本医学検査学会・
第63回日本臨床検査医学会

臨床検査室における品質マネジメント‐品質計画の策定と実践～熊
本地震災害を経験して‐

熊本大学医学部付属病院

2016/10/8 木下　ゆい 日臨技九州支部医学検査学会 熊本地震血栓塞栓症予防(KEEP)活動に参加して 熊本大学医学部付属病院
2016/10/9 吉野　孝一 第58回全日本病院学会in熊本 地震における党員の下肢静脈血栓症対応 熊本機能病院

2016/10/15 山本　多美 第19回　日本栓子検出と治療学会
「熊本地震被災地検診（阿蘇地区）から得られたヒラメ筋静脈径拡張
の関連要因の検討」

済生会熊本病院

2016/10/15 池田　勝義　 第7回ビトロスフェア大阪
災害に強い臨床検査室を目指して‐まずは24時間検査体制の強化
から‐   ～熊本地震の経験を生かして～

熊本大学医学部付属病院

2016/10/29 福吉　葉子 熊本県合同輸血治療委員会 平成28年熊本地震発生後の状況と輸血医療への影響 熊本大学医学部付属病院

2016/11/12 今村　華奈子
九州支部卒後教育研修会
第16回臨床生理部門研修会

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        ～ 臨床検査技師の立場から ～

熊本大学医学部付属病院

2016/11/12 池田　勝義　 熊臨技県北地区懇談会
災害に強い臨床検査室を目指して‐まずは25時間検査体制の強化
から‐   ～熊本地震の経験を生かして～

熊本大学医学部付属病院

2016/11/13 池田　勝義　 九州地区VITROSフェア
災害に強い臨床検査室を目指して‐まずは26時間検査体制の強化
から‐   ～熊本地震の経験を生かして～

熊本大学医学部付属病院

2016/11/27 木下　ゆい 震災・災害シンポジウム2016　地域医療セミナー 臨床検査技師がDVT検診活動を通して感じたこと 熊本大学医学部付属病院
2016/12/10 福吉　葉子 日本輸血・細胞治療学会九州支部会 震災時の輸血の対応と危機管理~熊本地震を経験して 熊本大学医学部付属病院

2016/12/10 増永　純夫
第55回日臨技中部圏支部医学検査学会
ランチョンセミナー

熊本地震を経験して 熊本中央病院

2017/1/12 池田　勝義　 宮崎大学臨床検査カンファレンス
災害に強い臨床検査室を目指して‐まずは27時間検査体制の強化
から‐   ～熊本地震の経験を生かして～

熊本大学医学部付属病院

2017/1/21 城戸　亜耶乃 日臨技九州支部　臨床検査総合管理研修会 熊本地震血栓塞栓症予防(KEEP)活動に参加して 熊本大学医学部付属病院
2017/1/21 河野　公成 日臨技九州支部　臨床検査総合管理研修会 熊本地震！災害復旧の取り組み 熊本市民病院
2017/1/21 池田　勝義　 日臨技九州支部　臨床検査総合管理研修会 災害に強い臨床検査室を目指して‐自施設の強化と災害対策地域 熊本大学医学部付属病院
2017/1/22 山本　多美 第９回熊本県医療・保健・福祉連携学会 熊本地震とKEEP Project　－臨床検査技師の関わり－ 済生会熊本病院
2017/2/11 田中　信次 長崎県臨床検査技師会中地区研修会 熊本地震を経験して-検査技師にできたこと、これからできること‐ 日赤熊本健康管理センター
2017/2/14 城戸　亜耶乃 第22回日本集団災害医学会総会・学術集会 熊本地震血栓塞栓症予防(KEEP)活動に参加して 熊本大学医学部付属病院
2017/2/18 増永　純夫 第13回鹿児島県医学検査学会 熊本地震を経験して 熊本中央病院
2017/3/4 今村　華奈子 広島 US　Meeting 熊本地震　血栓塞栓症診断と予防（KEEP）活動 熊本大学医学部付属病院
2017/3/5 池田　勝義　 第48回大分県臨床検査学会 被災地からの報告‐熊大中央検査部および地域の対応‐ 熊本大学医学部付属病院
2017/3/18 上野　麻由美 第81回日本循環器学会学術集会 熊本地震におけるDVTエコー検診の結果と今後の課題 熊本市民病院

熊本地震関連発表一覧（2016.4-2017.3)



（一社）熊本県臨床検査技師会 

会    長 増永 純夫 

生涯教育部長 川口 謙一 

 

 

「あじさいセミナー2017」のご案内 
 

 

 謹啓 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、熊本県臨床検査技師会ではあじさいセミナーを下記の通り開催致します。 

このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く 6 月に開催しています。 

講演終了後はボウリング大会や懇親会も予定しております。 

つきましては、新入会員、新卒・入会予定技師の方ばかりでなく、一般会員の方も多数の参加を 

お願い申し上げます。 

謹白 

 

 

記 

 

開 催 日：平成２９年６月１０日(土) １４：００～１６：００ 

 

会  場：同仁堂ホール スタジオライフ 

     熊本市中央区上通町２－７ （ＴＥＬ）096-325-8131 

 

内  容：  

     13：30 受 付 

14：00 オリエンテーション 

14：10 「病院における接遇」   西山 明美 技師（あきた病院） 

     15：00 休 憩 

15：10 「個人情報と医療安全」   吉田 雅弥 技師（熊本赤十字病院） 

15：40 常務理事・学術部門長紹介 

16：00 移動（スポルト/大劇ボウル 16：15 集合） 

16：30 ボウリング大会（スポルト/大劇ボウル） 

18：00 懇親会（ひゃくしょう茶屋） 

 

会  費：新卒・入会予定者 

１０００円（セミナーのみ） 

２５００円（セミナー＋ボウリング＋懇親会） 

     一般会員 

４６００円（ボウリング＋懇親会） 

          ３０００円（懇親会のみ） 

申込締切：平成２９年５月３１日(水) 

 

申込方法：氏名、勤務先、連絡先（ＴＥＬ）、セミナー受講の有無、ボウリング参加の有無 

     懇親会参加の有無を明記の上、メールまたはＦＡＸにて下記までお送りください。 

申 込 先：〒861-8520  

熊本市東区長嶺南２丁目 １-１ 

     熊本赤十字病院 検査部 

     吉田 雅弥 

（電 話） 096-384-2111（内線 6371）  （ＦＡＸ） 096-384-8891 

（メール） m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

 

担  当：(一社)熊本県臨床検査技師会 生涯教育委員会 



                                     平成 29年 3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。 
 今回、熊本県生化学検査のレベルアップを目的に、生化学検査初心者講習会を開催致し

ます。学校では教えてくれないけど、検査室では必要な知識をご提供致します。 
是非この機会に基礎から学んでみませんか。   
                                                                            謹白   

記 
 
【日  時】  平成 29年 5月 13日 (土)  13:00～16:20 

【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) 

 

【内容】  
① 検体と採血管における影響 上島さやか：国保水俣市立総合医療センター 
② 正しいピペット操作    山下昭一郎：熊本大学病院 

③ 生化学分析装置の概要   池田勝義 ：熊本大学病院 

④ 分析パラメータと反応過程 春田昭一 ：済生会熊本病院 

⑤ 精度管理とメンテナンス  山内露子 ：熊本大学病院 

      

 

【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 29 年 4 月吉日 
会員各位  

輸血細胞治療部門   
部門長 吉田 雅弥 

 
輸血細胞治療部門研修会のご案内 

 
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、輸血細胞治療部門におきましては、平成 29 年 4 月の輸血研修会を下記日程にて開催を予定して

おります。今回の内容は「輸血検査機器について」を予定しております。輸血検査機器を日常から使用

されているご施設、輸血検査機器の導入および更新を検討されているご施設の皆様には多数のご参加を

お願い致します。 
 

謹白 
記 

 
【日時】 平成 29 年 4 月 22 日（土） 14：00～16：00 （12：30～受付開始） 
 
【場所】 熊本赤十字病院 研究・研修センター 5 階 505・506 視聴覚室 
 
【参加費】会員（入会申請中）無料 （非会員 3000 円） 
 
【講演１】 （仮）ID-System 装置のラインナップ 

佐々木 佳典 先生 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 診断薬 営業部 
【講演２】 『全自動輸血検査装置 Erytra の紹介』  ～全自動輸血検査装置に望まれる事～ 

丸本 宗正 先生 株式会社カイノス 学術部 
【講演３】 キャプチャー法・ECHO Lumena のご紹介 

白幡 繁  先生 株式会社イムコア 学術サポート部 
【講演４】 （仮）全自動輸血機器 ORTHO VISION について 

古杉 光明 先生 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社  
イムノヘマトロジー事業部 

 
【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


月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
5月11日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣について（仮） 検体検査 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
①検体と採血管における影響
②正しいピペット操作
③生化学分析装置の概要
④分析パラメータと反応過程
⑤精度管理とメンテナンス

検体検査 専門 20

5月13日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
①輸血検査を基礎から学ぶ　-血液型・交差適合試験編‐
②未定

検体検査 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 検体検査 専門 20
5月25日 熊本市 病理細胞部門研修会 第１回症例検討会 検体検査 専門 20
5月26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
6月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 心エコー症例検討 生体検査 専門 20
6月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血検査（不規則抗体） 検体検査 専門 20
6月 8日 熊本市 臨床一般部門研修会 髄液検査について（仮） 検体検査 専門 20
6月10日 熊本市 あじさいセミナー2017 基礎 20
6月22日 熊本市 病理細胞部門研修会 第２回症例検討会 検体検査 専門 20

6月27日 熊本市 臨床血液部門研修会
血液像、骨髄像（認定試験対策）
細胞形態から臨床へのアプローチ

検体検査 専門 20

7月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 血液ガスについて（肺機能検査に絡めて） 生体検査 専門 20
7月13日 熊本市 臨床一般部門研修会 体腔液検査について（仮） 検体検査 専門 20
7月25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

           ＊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

　平成29年4月～平成29年6月 熊臨技生涯教育委員会
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