
平成２９年度 第１回理事会 議事録 

 

 

日 時： 平成 29年４月２９日（土）15：00～16：00 

場 所： 熊本大学医学部附属病院 中央検査部カンファレンスルーム 

      （熊本市中央区本荘１−１－１ 096-373-5706） 

出席者： 増永、田中、松本、坂口、河野、逢坂、福吉、今田、川口、工藤、西村、三牧、古閑、田上圭、

山住、渡邊、岩崎、竹内、宇佐美、中島、野中 

欠 席（委任状）：外口、田上さ、春山、片山、 

 

＜報告事項＞ 

 

１．会長報告 ： 熊臨技関係：第 49回熊本県医学検査学会 5/21  

日臨技・九州支部関係：臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会開催 

  九州学会で病棟業務推進シンポジウムに整形外科井上病院 田中良明技師を推薦 

 

２．各部報告 

   ・総務（野中）：特になし 

   ・広報（坂口）：学会抄録、ニュース版配送 5月 1-2日に発送予定 

   ・組織（河野）：県学会前日ゴルフコンペ 20名参加 

   ・渉法（逢坂）： 平成 29年度賛助会員募集 賛助会員 48社（広告協賛 18社） 

   ・事業（福吉）： 7/29精度保証研修会 精度管理調査参加費の見直し 

   ・学術（今田）：くまもと医学検査の発行、印刷業者への見積依頼  

   ・生涯教育（川口）： 生涯教育実施報告 

・経理（工藤）：決算および監査報告 

・特別事業（西村）： 年明けに認知症研修会を計画 

 

３．第 49回熊本県医学検査学会  担当 県北地区（山鹿市）学会長 山住浩介 理事    

   準備状況報告 懇親会参加申込 90名 宿泊希望者 25名 女性部会によるピンクカフェを予定 

          運営委員会議 5/1荒尾地区、5/11山鹿地区 

 

４．その他 

   

 

＜協議・承認事項＞ 

１．平成２８年度決算報告（案） 承認 

２．平成２８年度監査報告    承認  

３．平成２９年度総会議案 及び 総会役員案   承認 

  ※議案書は別途資料 総会役員案 

   議長（吉田健一技師；熊本労災） 書記（永田和美技師：熊保大、徳永好美技師：熊本機能） 

   資格審査兼議事運営（鬼塚東洋技師：済生会みすみ、山本恭朋技師：玉名医療） 

４．その他  特になし 

 



平成 29年度 第 2回常務理事会 議事録 

日 時： 平成 29年 5月 9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、県医師会関係、日臨技・九州支部関係、熊臨技関係 

 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）：県学会ゴルフコンペ  

   ・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）：精度保証研修会 7/29  

   ・学術（今田）：部門長会議  

   ・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 

・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、厚生労働大臣表彰受賞 増永 純夫氏（熊臨技 会長） 6/23表彰式 東京都 

4、平成 29年度第 1回理事会 熊大中央検査部 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 4/29 15：00～ 

  5、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 準備中 

6、熊本地震シンポジュウム 2017 H29.4/22・23 熊本県民交流会館 パレア 

7、第 49回熊本県医学検査学会  担当 県北地区（山鹿市） 

   日 時 平成 29年 5月 21日（日）場所 山鹿市民交流センター 9：00～ 

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 18：30～ 

学会長 山住 浩介技師（玉名中央病院） 演題数 現在 18題 

特別講演「総合診療を通した玉名での試み」 熊本大学地域医療・総合診療実践学寄付講座 

 田宮貞宏先生 

文化講演「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 木村理郎氏 

8、第 1回定期総会 平成 29年 5月 21日（日）12：00～ 場所 山鹿市民交流センター  

議長：吉田技師（熊本労災病院）書記：永田技師（熊本保健科学大学）徳永技師（熊本機能病院） 

  資格審査兼議事運営委員：鬼塚技師（済生会みすみ病院）山本技師（玉名地域保健医療センター） 

9、熊本ｼﾃｨｴﾌｴﾑ出演依頼 6/21（DVT関連 田中）、12/20（認知症 新屋敷）、12/27（認知症 新屋

敷技師） 

10、第 50回熊本県医学検査学会  担当 県央地区（熊本市） 日時未定 

  場所 熊本保健科学大学 学会長 増永 純夫技師（熊本中央病院） 

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  

公開水戸塾ワークショップ参加者 吉田技師（熊本赤十字病院）を推薦 

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 H29年 3/13（月）～5/31（水） 抄録募集期間 H29年 4/3（月）～6/30（金） 

病棟業務推進シンポジウム 整形外科井上病院 田中良明技師を推薦 

12、その他 

 熊本地震シンポジウムで Keep が発表したポスターを熊本県医学検査学会にも掲示する。 

 



＜協議事項＞ 

1、印刷業者変更について 

 くまもと医学検査や学会抄録の落丁が続くことから、他社（啓文社、白木メディア）に見積を依頼し、

検討したところ、来年２月発行予定のくまもと医学検査から白木メディアに変更することとなった。た

だし、ニュース版や封筒印刷については現行の光陽印刷とする。また、会員名簿については今後検討す

る。 

2、熊臨技事務所使用時の駐車場使用について（路上駐車禁止） 熊臨技事務所の駐車スペースが少な

いことから、化血研第５駐車場（５台分）を借用することとなった。但し、定例会議開催時のみ。 

3、工藤理事からの提案 

①技師会事務所平井様賞与の件 

 先日の会計監査時に監事から長年熊臨技事務所で事務員として勤務されている平井様へ賞与を支給

してはいかがと提案があった。パートとしての勤務のため時給計算による給与支給であるが、今後は６

月と１２月に定額（１万円）を支払うこととなった。 

②県学会参加費負担の件 

 総会役員と常務理事の会員として学会参加費（1,000円）を徴収する。但し、学会実行委員と運営委

員は徴収しない。また、賛助会員は会員扱いとする。 

③技師会事務所の書類・備品整理について  

事務所の荷物が散在しており、収納場所確保のため 6月 3日に片付けを行うこととなった。 

4、臨床生理部門からの申し入れについて 

 熊本震災以降に DVT検診を中心に活動している Keepと技師会の臨床生理部門の活動が連動しておら

ず、一部の会員に負荷がかかっている。また、Keep活動への周知が十分とはいえないことから、職場

や同僚の理解が得られない状況との申し入れがあった。熊臨技としては、大規模災害の教訓から派生し

た Keepを若手技師育成の場として活用することとし、また、その活動報告を積極的に行うこととなっ

た。行動費や交通費についても出来るだけ支払う方向で検討していく。 

5、その他 

 特になし 



事 務 連 絡 第 19号 

平成 29年 5月 19日 

 

 

都道府県臨床（衛生）検査技師会 

会長各位 

 

 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

代表理事会長 宮島 喜文 

 

 

 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講率促進へのお願い 

                    

謹啓 新緑の候、貴会には益々ご繁栄のことと存じます。 

平素は、検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講促進につきましては、ご協力をい

ただき、厚くお礼申し上げます。  

本講習会は開始以来 2 年半が経過しましたが、受講率は本会会員の約 51.0%に留まっており

ます。また、施設間においても受講率の格差が認められ、会員 10 名以上かつ受講率が 50％に

満たない施設は 439 施設であります。  

当初、受講が必要とされる臨床検査養成校卒業生を念頭に、5 年間は全国での開催を計画し

ておりましたが、現状の受講申し込み状況から今後は受講者が予定数に満たない講習会が多く

発生することが予想され、開催回数や開催場所を経時的に縮小することを検討しております。 

本講習会は国家資格の一部追加として開催されている講習会であることをご理解いただき、

講習会が円滑に開催できますよう引き続き会員の皆様への早期の受講を促進方、周知徹底をお

願い申し上げます。  

謹白 

 

以上 

 

 

 

担当連絡先   一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

〒143-0016 東京都大田区大森北４－10－７ 

TEL 03-5767-5541 FAX 03-3768-6722  

Mail：itabashi-takumi@jamt.or.jp 

担当執行理事 千葉正志  事務局 板橋匠美

 



                                平成 29年 6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 

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。 
 昨年まで日臨技特別事業の一つとして「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習

会」を開催致しました。多くの皆様に参加頂きありがとうございました。今年度は、熊臨

技単独での講習会開催を企画いたしました。熊本県内において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し、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この講習会をできるだけ多くの方に受講して頂きたいと

考えています。ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様（特に過去 2回の講習会へ参加で

きなかった方々）の参加をお願い致します。 
謹白   

記 
 
【日  時】  平成 29年 8月 20日（日）  9:00～17:00 

【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) 

【募集定員】  ７０名（先着順、定員になり次第締め切ります） 

           ※定員オーバーの場合は未受講の方優先で受付けます。 

【内    容】  患者心理・患者接遇の基礎、検査説明の実際・模擬演習（初級レベル）、 
        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
【問合せ申込先】 参加希望の方は、下記申込先へメールもしくは FAXでお申し込み下さい。 

         （ 技師会会員番号、施設名、氏名、生年月日をつけて申し込んで下さい。 ） 

        折り返し、7月下旬に実施要項他書類をお送り致します。 

  問合せ申込み先：熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 

          E-mail：h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp 

              TEL：096-373-5697     FAX：096-373-5687 

mailto:h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp


平成 29 年 6 月吉日 
会員各位 

第 5 回熊本県精度保証研修会のご案内 

 
謹啓 

例年実施しています「熊本県精度保証研修会」を、下記の日程で開催致します。 
今年度のテーマは、『精度保証に活かす為の検査の質と技術の向上！』とし、各研究部門別に、技

師の育成に視点を置いたスキルチェックの方法を紹介してもらいます。 
新人、ローテーション、育休復帰など、早急な技師育成が必要な場面において、指導すべきポイ

ントや理解度の評価など、自施設での参考になるかと思いますので、多くの参加を希望します。 

 

平成２９年度 第５回熊本県精度保証研修会 

【 開催概要 】 

① 開催日時：平成２９年７月２９日（土） 13時 00分～17時 30分 

② 開催場所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟３階 第１講義室 

③ 参加費：1000円 

 「精度保証に活かす為の検査の質と技術の向上！」 

 ～ 基礎的な検査技術の習得とそのスキルチェックポイントについて ～ 

  1）臨床血液部門： 担当者（熊本機能病院：飯干和江） 

   演題（自信を持って血液担当になろう！〜当院での取り組み〜） 

   2）臨床微生物部門：担当者（熊本労災病院：森口美琴） 

          演題（Gram staining skill up） 
   3) 臨床一般部門：担当者（熊本大学医学部附属病院：上村弘子） 

  演題（尿一般検査の教育とスキル向上） 

   4) 生物化学分析部門：担当者（済生会熊本病院：春田昭一） 

      演題（生物分析化学検査に必要なスキル） 

   5) 輸血細胞治療部門：担当者（熊本機能病院：山田聡美） 

      演題（当院における新人教育への取り組みと輸血検査のポイント） 

   6) 臨床生理部門：担当者（天草地域医療センター：福田昌典） 

      演題（心エコー描出のポイント） 

   7) 病理細胞部門：担当者（熊本大学医学部附属病院：石原光浩） 

      演題（病理技術のチェックポイント ） 

●特別講演 

「医療分野におけるデータ活用について」 

      ～くまもとメディカルネットワークの概要と現況について～ 

      熊本県医師会 医療情報担当理事  金澤 知徳  

 



                                平成 29年 6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。近年の医療情報を取巻く状況は、熊本県

医師会が推進しています“くまもとメディカルネットワーク”構想など、臨床検査データ

の共用化による各分野での利活用が展開されようとしています。今回の研修会では、私達

が臨床検査データの提供者でもあり、そのデータを各分野で有効的に利活用していただく

ために現場での対応について参考となる内容を企画致しました。 
皆様に少しでもためになる内容をお話しして頂きますので、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 6月 22日（木）18:30～20:00 

 

【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】１.臨床検査のリスクマネージメントについて 

          講師：石原 典明 先生（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）  
                                      JAB 試験所審査員（臨床検査室主任審査員） 

             ２.医療情報の利活用と改正個人情報保護法について 
          講師：西村 仁志 技師（熊本大学医学部附属病院） 
【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 096-373-5698)  

山崎記念館 

(１階ホール) 
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選抜区分：修士課程〔第１期〕 

◆外国人留学生・社会人（平成 29 年 10 月入学） 

出願期間：平成 29 年 7 月 25 日(火)～7 月 31 日(月)必着 

試験期日：平成 29 年 8 月 8 日(火) 

試 験 場：熊本大学医学部 

募集人員：20 名 

募集要項等請求⽅法 および 問い合わせ先 
募集要項や過去の⼊試問題を郵送により請求する場合は、封筒の表⾯に該当する選抜

区分を朱書きし、返信⽤封筒(⾓型 33.2cm×24cm、250 円切⼿を貼付、郵便番号・住
所・⽒名を明記)を同封の上、下記までご請求ください。 

【請求先】〒860-8556 熊本市中央区本荘 1 丁⽬ 1 番 1 号 
   熊本⼤学⽣命科学系事務課医学事務チーム教務担当 

TEL 096-373-5025  
e-mail:iyg-igaku-3@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

※詳細については Web サイト参照  
http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medgrad/  

 

医学教育部 

・熊本大学医学部では、今年度より、いよいよ社会人修士課程が始

動します！ 
・自分のキャリアパスに活かしてみませんか。 

【特徴】 
・e-learningにより、いつでもどこででも PCやスマホで講義を聴
講し、単位を修得できます。 

・休日や夜間に研究を実践し、単位を修得できます。 
・修了後、博士課程（医学博士）への進学も可能です。 



平成29年6月吉日 

会員各位 

（一社）日臨技九州支部支部長 佐藤 元恭 

（一社）日臨技九州支部学術部長 南 惣一郎 

（一社）日臨技九州支部臨床一般検査部門長 加藤 裕一 

（一社）福岡県臨床一般検査部門長 溝口 義浩 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

平成２９年度日臨技九州支部一般検査研修会『玄海シンポジウム』開催案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 九州支部 

実務担当技師会：（一社）福岡県臨床衛生検査技師会 

 

記 

【日 時】平成 29年 8月 19日（土）11：15～18：00 

【場 所】九州大学病院 臨床大講堂 

【定 員】120名 

【参加費】技師会会員 3000円 非会員 9000円 学生無料（別枠） 

【生涯教育】臨床一般検査分野 専門課程20点  

※当研修会は日臨技認定一般検査技師資格更新指定研修会となっております 

【募集期間】平成29年7月1日（土）～ 平成29年8月1日（火） 

※定員になり次第締め切らせていただきます。  

【申込方法】日臨技HP 研修会事前登録より申し込んで下さい（3ページ目参照）。 

非会員の方はメールによる申込みとなります。下記メールアドレスにご連絡

下さい。申込み用紙をお送りします。 

【問合せ先】九州大学病院検査部 川満紀子 

      〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 

      TEL: 092-642-5742 E-mail：nhokamur@med.kyushu-u.ac.jp 

玄海シンポジウム 
 ～原点回帰と未来への展望～ 

二見ヶ浦：提供福岡市 



―プログラム―  
11：15～11：45 受付 

11：45～12：00 開講式、オリエンテーション 

12：00～13：30 講演①  

『体腔液検査のポイントと標準化にむけて』  

        講師：弘前市立病院 石山雅大技師 

        座長：福岡大学筑紫病院 永川翔吾技師 

13：30～13：45 休憩  

13：45～15：15 講演②  

     『尿中糸球体上皮細胞（ﾎﾟﾄﾞｻｲﾄ）の形態学的特徴と臨床的意義』 

        講師：筑波大学附属病院 横山千恵技師 

        座長：福岡大学病院 酒井瑠美子技師 

15：15～15：30 休憩  

15：30～17：00 講演③ 

     『尿中異型細胞判定に拍車が架かる臨床病理学的背景を紐解く』 

        講師：株式会社リンテック顧問 藤利夫技師  

        座長：九州がんセンター 立山弘樹技師 

17：00～    閉講式 

 

19：00～       情報交換会 

（場所は博多駅近辺を予定。※参加費別途 4000円必要となります。） 

【会場アクセス】 

 



＜参加登録方法＞ 

①日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）の会員専用ページへ入り，会員番号と 

パスワードを入力してログインする。 

 

 

②会員メニュー － 参加申請 － 事前参加申込より「平成27年度日臨技九州支部一般検査

研修会」を選択し，事前参加申請をクリックする。 

 

 

③必要事項を入力し，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。尚、メールに記載された 

口座へなるべく速やかに研修会費を入金していただきますようお願いいたします。 

※情報交換会参加希望の方は研修会費と情報交換会参加費（4000円）をご入金下さい。 



平成 29 年 6 月吉日 
会員各位 

輸血細胞治療部門   
部門長 吉田 雅弥 

平成 29 年度輸血実技講習会のご案内 
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、輸血実技講習会を下記のごとく開催致します。今回の実技講習会は A コース（定員 25 人）と B コース

（定員 5 人）に分けて行います。参加希望者は【申込要領】をご参照の上、E-mail で申し込みをお願い致しま

す。7/21(金)が最終締め切りですが、定員になり次第、締め切らせて頂きます。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 
勤白 

記 
 
【日時】 平成 29 年 8 月 6 日（日） 9：30～16：30 （9：00～受付開始） 
【場所】 熊本保健科学大学 1305 実習室、1301 講義室 他 
【参加費】会員 3000 円 （非会員 6000 円） 
【昼食】 希望者は弁当とお茶を準備します。受付時に別途、600 円を徴収致します。 
【締切】 平成 29 年 7 月 21 日（金） 
申込み連絡先 熊本赤十字病院 検査部 田中 希歩 
       TEL：096-384-2111  内線 6371     
       E-mail：tanaka.kiho.mo@kumamoto-med.jrc.or.jp 
 
【申込要領】E-Mailでお申込みの際は、件名に「輸血実技講習会」、本文に「施設名」「所属」「受講者氏名」「技

師会番号」「施設連絡先（内線も含む）」「お弁当の有無」「AコースまたはBコース」を記載して下さい。技師会

番号がない方は、「入会申請中」「未入会」などの区別を記載して下さい。送信後、1 週間経っても返信が来ない

場合は、お手数ですが上記連絡先までご連絡下さい。 
 
コース A コース（定員 25 人） B コース（定員 5 人） 
対象 新人または業務中に不規則抗体同定を実施しない

方向け 
A コースの内容をマスターしている方向け 

内容 9：30～10：00 講義 
10：00～15：30 実技(血液型、クロスマッチ、不

規則抗体スクリーニング) 
 
※途中、昼食あり 

10:00～15：30 実技(血液型、直接抗グロブリ

ン試験、抗体解離試験、カラム

凝集法) 
※途中、昼食あり 

15：30～16：30 実技解説 
※講習会当日、内容を一部変更する可能性あり 

 
以上 



平成 29 年 6 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、栄研化学株式会社 

平成 29 年度第 1 回臨床微生物・遺伝子部門講演会のご案内 

 

謹啓 

梅雨の候、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、今年度第 1 回目の臨床微生物・遺伝子部門講演会のご案内を申し上げます。今回は

特別講演に神戸大学医学部附属病院の中村竜也先生をお招きし、薬剤耐性菌の疫学から薬剤

感受性の見方、PK-PD の基本についてわかりやすくお話していただきます。微生物検査に携わ

っている方はもちろんのこと、これから薬剤耐性菌や感染対策の知識を身につけたいとお考え

の方には必見の内容です。ご多忙の折とは存じますが、お誘いあわせの上ご参加いただきますよ

うお願い申し上げます。 

謹白 

記 

日時：平成 29 年 7 月 8 日（土） 13：30～17：00 

場所：熊本大学医学部附属病院（予定） 

プログラム 

話題提供 

「DPS192IX のご紹介」 

栄研化学株式会社 マーケティング推進室 山口 重人 先生 

一般演題 

       2 演題程度を予定 

 

トピックス 

「核酸クロマトグラフィーについて（仮）」 

株式会社カネカ 検査診断事業開発グループ 直原 啓明 先生 

教育講演 

「CLSI M100－S27 の変更点」 

栄研化学株式会社 マーケティング推進室 山口 重人 先生 

特別講演 

「菌（筋）トレも大切ですが、これからは耐感（体幹）も鍛えましょう！ 

中村流（竜）耐感トレーニング、一問一答！」 

神戸大学医学部附属病院 検査部 副技師長/感染制御部 副部長 

中村 竜也 先生 

 

講演会終了後、中村先生を囲んで懇親会を行います。 

参加ご希望の方は磯崎（m.isozaki75@gmail.com）までお申込み下さい。 

mailto:m.isozaki75@gmail.com


平成 29 年度日臨技九州支部（鹿児島県、沖縄県合同）輸血伝達研修会 

テーマ 輸血検査の質を担保できる輸血検査技師の育成 

研修会 

開催の 

目的 

標準的な知識と技術を有する輸血検査技師の育成を目的とする 

開催日時 
1 日目：平成 29 年 7 月 8 日（土曜日）13：00～17：00 

2 日目：平成 29 年 7 月 9 日（日曜日） 9：00～16：00 

会場 
1 日目：講義 鹿児島大学医学部インテリジェント講義室 

2 日目：実技 鹿児島大学医学部第 1 個人単位実習室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目 講義（輸血テクニカルセミナー2016 で実施した内容に準ずる。） 

12：30  受付開始 

 

13：00  開講式 

 

13：10  講義 1 DVD 講演「ABO, RhD 血液型検査判定でのトラブル時対応」 

                       関東甲信越ブロック血液センター 常山 初江                           

 

 

13：55  講義 2 DVD 講演「不規則抗体検査、抗体同定方法」                        

東邦大学医療センター大森病院 日髙 陽子 

 

14：40  休憩 

 

 

14：55  講義 3 「カラム凝集法と試験管法との反応態度の違いについて」                                     

大隅鹿屋病院 石原 由美子 

 

15：40  講義 4「求められる結果の報告の仕方」 

東邦大学医療センター大森病院 奥田 誠 

    

16：25  2 日目の連絡事項の案内 

 

17：00  1 日目の講義終了  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

内容 

 

 

 

 

 

 

 

2 日目 実技（輸血テクニカルセミナー2016 で実施した内容に準ずる。） 

8：45  集合 

9：00   実技の説明 

9：10   実技開始 

1)血液型検査 

2)不規則抗体スクリーニング検査、不規則抗体同定検査 

3)カラム凝集法による血液型検査 

4)直接抗グロブリン試験 

5)抗体解離試験 

15：00 実技の解説 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 粟國 徳幸 

出水郡医師会広域医療センター  登尾 一平 

15：50 閉講式 修了証書授与 

16：00 解散 

募集人員 50 名（講義と実技共に受講）  

対象者 

日本臨床衛生検査技師会、または日本輸血・細胞治療学会の会員であり、認定輸血検査技師を目指

す（技量を有する）もしくは認定輸血検査技師取得者とする。 

受講料 
会員 5,000 円 非会員 15,000 円 

＊日臨技事業のため、各都道府県臨床検査技師会のみの方は非会員となります。 

申込締切 平成 29 年 6 月 16 日（先着順、定員になり次第締切ります。） 

申込要領 

①氏名、②カナ氏名、③会員番号、④性別、⑤施設名および所属、⑥施設郵便番号・住所、 

⑦施設電話番号、⑧輸血検査経験年数、⑨情報交換会参加の有無 、⑩2 日目お弁当の有無を記入の

上、E-mail にて下記までお申込み下さい。 

※タイトルに必ず「輸血伝達研修会申込」と記入してください。 

後日、受講確認後案内をお送りします。 

※E-mail 送信後、１週間以内に受領確認のメールが届かない場合は電話にて問い合わせください。 

申込先 E-mail:my4j@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp 

問合せ先 

鹿児島大学病院 輸血・細胞治療部 舞木 弘幸  

〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘 8 丁目 35-1 

TEL:099-275-5635（直通） 

必要物品 

①会員証、②白衣、③タイマー、④マジック、⑤試験管立て、⑥カラム凝集法で使用する可変式の

マイクロピペッター（100μL、チップを十数本程度）、⑦輸血関連の書籍（JAMT 輸血検査技術教本

など）、⑧必要な方は感染防護具（手袋、マスクなど） 

宿泊 各自で手配をお願いします。 

生涯教育

研修課程 
専門教科：30 点 

主催 日本臨床衛生検査技師会 

共催 日本輸血・細胞治療学会 

担当 鹿児島県臨床検査技師会、沖縄県臨床検査技師会輸血細胞治療部門 

備考 
１日目終了後に情報交換会を予定しておりますので、ぜひ参加されてください。 

2 日目昼食のお弁当を 500 円で事前に受け付けますのでご利用ください。 

 

tel:099-275-5635


平成 28 年 5 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(遺伝子部門)のご案内 

 
謹啓 
 新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、平成 29 年度天草地区研修会遺伝子部門のご案内を申し上げます。 
百日咳の検査において、遺伝子検査は感度の最も高い検査法で、世界的にもリアルタイ

ム PCR 法が採用されています。わが国ではより特異性の高い検査法として百日咳菌 LAMP
法が開発され, リアルタイム PCR 法よりも簡便かつ迅速に診断することが可能となりまし

た。今回はそんな百日咳の新しい診断方法についてご紹介していただきます。 
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 6 月 23 日（金） 18 時 30 分～ 

場所：天草地域医療センター 健診センター2 階会議室 

講演：｢新しい百日咳の診断方法｣ 

   講師：副島 隆浩 先生 

（栄研化学株式会社 マーケティング推進室 MKT4 部） 

ご不明な点がございましたら天草地域医療センター 磯崎までご連絡ください。 
連絡先  Tel:0969－24－4111 

Mail:( labo@amed.jp) 



　平成29年7月～平成29年9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
7月7日 人吉市 県南地区研修会（人吉市） 自動血球計数装置とデータの見方 検体検査 専門 20

7月8日 熊本市 臨床微生物・遺伝子部門研修会
一般演題
ＣＬＳＩ　Ｍ100-Ｓ27の変更点
「菌（筋）トレも大切ですが、これからは耐感（体幹）も鍛えましょ

検体検査 専門 20

7月13日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿の異型細胞について 検体検査 専門 20
7月14日 天草市 天草地区研修会 梅毒抗体検査について 検体検査 専門 20
7月21日 熊本市 臨床生理部門研修会 心エコー症例勉強会「心エコーの基礎と症例における計測法」 生体検査 専門 20

7月22日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
①未定
②未定

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
8月6日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 平成29年度輸血実技講習会 検体検査 専門 20
9月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 特別講演 検体検査 専門 20
9月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波基礎工学①　～超音波認定士対策～ 生体検査 専門 20
9月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 血液センターによる副作用報告 検体検査 専門 20
9月14日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿定性検査について（仮） 検体検査 専門 20
9月28日 熊本市 病理細胞部門研修会 県南部地域医療における病理診断科の現状と展望 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。
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