
平成 29 年度 第 4 回常務理事会議事録 
日 時： 平成 29 年 7 月 18 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 医専連シンポジウム（9/9）座長 1 名、シンポジスト 2 名参加、日臨技・

九州支部関係 初級・職能開発講習会開催を九州支部で 2 県程度開催予定。九州支部部門長が交代時期

となり、候補者を推薦する。学会展示でメーカーに無料券等は渡さない。学会での二重発表は禁止。転

勤時の会費の取り扱い:前納制のため会費引き落とし後に転勤となる場合、差額が発生しても返金しない。

新入会費も徴収しない。 

 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）： 特になし 

   ・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）：熊本県精度保証研修会 （7/29） 

   ・学術（今田）：学術部講演会準備 くまもと医学検査投稿募集 九州支部学会座長推薦 

   ・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、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 吉田 雅弥技師（熊本赤十字病院）参加 

4、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） 

5、日臨技定時総会 H29.6.24（土）東京都 増永 参加 

6、熊本県医療・保健・福祉連携団体協議会 H29.7.4（火）田中 参加 

7、日臨技九州支部内連絡会議 H29.7.8（土）14：30～ 福岡市 増永、松本、野中、田中参加 

8、藤川たかお県政報告会 H29.7.11（火）19：00～ マリエール神水苑 増永、田中、工藤参加 

9、第 5回熊本県精度保証研修会 H29.7.29（土） 

熊大医学部附属病院 医学総合研究棟 3階  13：00～17：30 参加費 1000円 

10、KEEPプロジェクト DVT検診 8月 19日 20日 場所未定 9月 24日 益城町 

   各日 熊臨技会員 9名参加予定（エコー7名 採血・ストッキング指導各 1名） 

11、「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 定員 70名 参加費無料 

12、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 8：40～受付 

13、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 

14、平成 29年「検査と健康展」H29.11.19（日）イオンモール熊本 9：00～ 

15、第 50回熊本県医学検査学会 担当 県央地区（熊本市） 

場所 熊本保健科学大学 平成 30年 6月予定 

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） 

16、その他 



＜協議事項＞ 

1、平成 29年「検査と健康展」について  

 日臨技の事業のひとつで、例年通り実施する予定。但し、健診などを主目的とせず、臨床検査の啓

蒙や啓発を目的とする。また、認知症をテーマとして追加し、新屋敷技師（熊本第一病院）にアドバ

イスを頂く。 

 

2、第 1 回 九州 CVT 連絡会について 

 CVT（血管診療技師認定機構）九州連絡会主催で 12/16（土）に開催される。熊臨技として名義後援を承認し

た。 

 

3、その他 

 学術部より、微生物・遺伝子検査部門での予算が足りず増額のお願いがあった。協議の結果、研修会で

の参加人数を増やし、実技講習会では参加費を徴収するなど、現行据え置きのままで調整することにな

った。なお、今後は熊臨技主催実技講習会の参加費を上限 3,000円までとして計画することが併せて決

定した。 

 

 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会の講師謝礼が昨年に比べ、大幅に減額される。昨

年度までは日臨技主催事業であり、謝礼は日臨技より支払われていたが、今年度より熊臨技主催の

ため、熊臨技規定での支払となる。 

 

 平成 31年度日臨技九州支部医学検査学会（第 54回）が熊本で開催される予定。準備委員会を常務

理事会が兼ね、H31.10.19（土）～10.20（日）熊保大 で計画を進める。今年度中に学会長、実行

委員長などの組織を決定する。 

 

 熊本県精度管理調査参加申込が Web申込みになるに伴い、近日中に専用アドレスを追加することと

なった。申込み方法の詳細は 8月号のニュース版で周知する。 



  

  

会員各位                                                           平成 29年 7月吉日                        
一社）熊本県臨床検査技師会 

学術部長 今田 龍市 
               

平成 29年度 優秀演題賞および若手研究奨励賞受賞者 

紹介の訂正とお詫びについて 
 

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。去る 5 月 21 日（日）山鹿

市民交流センターにて、平成 29 年度熊本県医学検査学会が開催されました。今回から、優秀演題賞に

若手研究奨励賞を加え紹介をしたところですが、表彰内容の記載に誤りがありましたので訂正してお詫

び申しあげます。 
尚、お二人の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

                                           謹白 
 
 

                   （ 正 ） 

 

【優秀演題賞】・・・・・全ての演題の中で最も優秀な演題に対して 

○高齢者で発症した侵襲性髄膜炎菌感染症の一症例  天草地域医療センター 土黒 康平 

 

 

 

【若手研究奨励賞】・・・若手（30歳以下）の中で最も優秀な演題に対して 

○当院における自己血輸血の現状              済生会熊本病院 垣野 星 

 

 

 

 

 

 

 
 

問い合わせ先 ： 〒862－0975 熊本市中央区大江 3-2-65  くまもと森都総合病院 

              臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp） 

 

mailto:imada@k-shinto.or.jp




日臨技 関甲信支部・首都圏支部医学検査学会（第５４回）

検査技師の生態

＜本アンケートに関して>
※本アンケートは臨床検査技師およびその養成校学生向けに作成されたものです。
※該当しない方の回答はご遠慮ください。
※本アンケートで取得させていただいた属性情報を集計・分析し、平均年齢、年齢層や居住地域など個人が特定できない統計データ
 　に加工して「平成29年度 日臨技 関甲信支部・首都圏支部医学検査学会（第54回）」、その他学術活動に利用させていただきます。
※本アンケートで個人が特定されることはありません。
※本アンケートでは利用端末のIPアドレスを使用し、同一端末での複数回答を防止しておりますのでご了承ください。

今回、若手実行委員企画の１つとして、『臨床検査技師の生活価値観とは』『検査技師の葛藤』と
いう視点からアンケートを実施し、そこからみえてくる検査技師の生態を解明し、検査技師が持つ
悩み、不安、希望などを共有し、今後の検査技師の在るべき姿を見出すべく企画を用意しました。
学会当日に、アンケートの解析結果をポスター展示及び講演という形で皆様へのご提示、ご返答
とさせていただきたいと思います。
多くの方のご協力によってより良い結果を出す事ができます。ご協力よろしくお願い致します。

アンケート回答方法アンケート回答方法

学会公式HPまたは
Facebookへアクセス！

アンケート特設ページ

アンケート回答

日臨技第54回関甲信支部・首都圏支部医学
検査学会の公式HP・Facebookはこちら！

HP
http://www.sairingi.com/
academy/kankoushinsyutoken54/

https://www.facebook.com/
kankoushinsyutoken54igaku/

Facebook

アンケートで明かされる

問い合わせ先：平成29年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会事務局（公益社団法人埼玉県臨床検査技師会内）
担当：実行委員長 濱本隆明（防衛医科大学校病院）　Mail : 54kankoushin@sairingi.com

アンケート受け付け期間：7月14日（金）～8月25日（金）



会員各位  

平成 29 年度熊本県精度管理調査に関するお知らせ 

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慶び申し上げます。 
検査精度の品質向上を目的に毎年実施しています熊本県精度管理調査を本年 10月に計画

しています。熊本県精度管理調査は、全国に先駆け全検査部門対象に試料の測定やフォト

サーベイを実施するなど内容が充実しており、参加施設も毎年増加傾向にあります。 
精度管理調査の運営にあたり、精度管理調査用の試料およびフォトサーベイ問題の作製に

快くご協力いただいている各検査部門の皆様のご尽力の賜物と感謝申し上げます。 
一方、昨今試料原料の有料化もあり、人件費を含め経費が増加している状況があります。 
 今後もより一層充実した精度管理調査を実行するにあたり、主催者の熊本県医師会と協

議の結果①申し込み内容および参加料金の改訂、②申し込み方法の変更について下記の通

り決定致しました。会員の皆様方におかれましては、施設長への説明等宜しくお願い申し

上げます。 
謹白 

 
記 

①申し込みおよび参加料金の改訂 
（旧） 

・基本項目 コースⅠ 臨床化学、血液、尿一般  10,000 円 
・基本項目 コースⅡ 尿一般のみ                1,000 円 
・オプション                   2,000 円 
 

（新）コースⅠ、Ⅱは変更なし、オプションを４つの分野に分け、１オプション 1,000 円 
   ※各オプション内の参加項目数に関わらず一律 各 1,000 円とする。 
 
・オプション 1…免疫 7 項目（感染、腫瘍マーカー、甲状腺ホルモン）    
・オプション 2…ヘモグロビン A1c 

 ・オプション 3…輸血検査 3 項目（血型、交差試験、不規則抗体） 
 ・オプション 4…フォトサーベイ 6 項目 
         （血液形態、尿沈渣、輸血、微生物、生理、病理） 
 

申込組合せ 参加料金（税込） 
コースⅠ（臨床化学、血液、尿一般）のみ 10,000 円 
コースⅡ（尿一般）のみ 1,000 円 
コースⅠ + オプションを 1 つ追加 11,000 円 

コースⅠ + オプションを 2 つ追加 12,000 円 
コースⅠ + オプションを 3 つ追加 13,000 円 
コースⅠ + オプションを 4 つ追加 14,000 円 
コースⅡ + オプションを 1 つ ～ 4 つ追加 2,000 円 〜 5,000 円 



②参加申し込み方法の変更 
（旧）申込用紙を FAX もしくは郵送 
 
（新）インターネットでの参加申し込み（8 月 1 日より申し込み開始） 

 
※ただし、どうしてもインターネット接続環境がない施設は、事務局にご連絡いた

だければ申し込み用紙を別途送付いたしますので、FAX もしくは郵送でお申し込み

可能です。 
 
＜インターネット参加申し込み方法＞ 
 熊本県臨床検査技師会のホームページ(http://kuma-amt.or.jp)もしくは、熊本県医師会の 
ホームページにリンクを貼った“専用バナー”からアクセスしてください。 
 

参加申し込み受付画面より、 
“実施要領”と 
“参加申し込み方法”を 
ダウンロードして確認願います。 

 
※これまでに本精度管理調査に参加されている施設（すでにログインIDをお持ちの施設）は、 

「登録済み施設の方」ボタンを押し、ログイン後に、参加申し込みを行って下さい。 

 

※新規参加の施設は、「新規登録施設の方」ボタンを押して、新規登録及び参加申し込みを 

行って下さい。 

＜新規参加登録の方法＞ 

 本精度管理調査に初めて参加される施設は、以下の要領で新規参加申し込み及び施設登録を 

 行って下さい。 

 

                   ボタンを押す  

 

  参加情報を入力後、施設情報、担当情報、連絡先情報などを入力し、申し込みを完了して 

  下さい。 

 ※施設ログインID及びパスワードは、申し込み完了後に、連絡用メールでお知らせ 

  致します。 

③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） 

新規登録施設の方 

http://kuma-amt.or.jp)/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット参加申し込み方法について（概略） 
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平成 29年 8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。 

 この度、生物化学分析部門においては、検査データ見方シリーズ⑨を開催します。身近

な疾患を提示し解説したいと思います。また最近の話題として、ビリルビンにおける標準

化のお話もあります。 

 ご多忙の折とは存じますが、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 8月 17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】 『ビリルビンの標準化について』 

      （株）未定   

【講 演-２】 『気になる検査データの見方シリーズ⑨』  

       富田 浩平 技師（上天草総合病院） 

【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 



＜データの見方シリーズ＞ 
 
－症例－ 
26 歳 男性 
既往歴 
特記すべきことなし 
主訴 
発熱、咳、咽頭痛、下痢 
現病歴 
5/1、39℃ 台の発熱、腹痛、下痢、咽頭痛にて当院受診。ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ陽性にてｲﾅﾋﾞﾙ処方され自宅療養となる。5/6、
発熱が持続（朝方 37℃ 夜中になると 40℃ ）し、咳嗽、痰がでるため当院再受診される。胸写にて肺炎あり、

入院しての加療となった。 
入院時身体所見 
血圧 108 /70 mmHg 体温 40℃ SpO2 92% 
 
再受診時の血液、尿検査データ 

 

5月6日 基準範囲 単位 5月6日 基準範囲 単位
TP 6.1 6.6-8.1 g/dl WBC 5740 3300-8600 /μl
ALB 3.7 4.1-5.1 g/dl RBC 450 435-555 万/μl
Na 130 138-145 mEq/l 血色素 15 13.7-16.8 g/dl
K 4.1 3.6-4.8 mEq/l ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ 42.1 40.7-50.1 ％
Cl 98 101-108 mEq/l 血小板 9.7 15.8-34.8 万/μl

T-Bil 1.06 0.4-1.5 mg/dl MCV 93.6 83.6-98.2 fl
AST 21 13-30 IU/l MCH 33.8 27.5-33.2 pg
ALT 9 10-42 IU/l MCHC 35.6 31.7-35.3 ％
ALP 103 106-322 IU/l N 87 40-71 ％
LD 227 124-222 IU/l L 11 27-47 ％

BUN 12.3 8.0-20 mg/dl M 2 4 ％
Cre 0.93 0.65-1.07 mg/dl E 0 0-4 ％

eGFR 82.4 60以上 B 0 0-1 ％
Glu 94 73-109 mg/dl
CRP 31.32 0－0.3 mg/dl

ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏIgM抗体 （-） （-）

尿糖 (-) (-) 5月1日 5月6日
尿蛋白 (-) (-) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ A（-）B（+） ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ A（-）B（-）
ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ (-) （-）

ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ （+/-） (+/-)
尿潜血 （-） (-)
尿ｐH 6.0 4.5-7.5

尿ケトン体 （-） (-)
尿蛋白半定量 （-） 30未満 mg/dl
尿糖半定量 （-） 0 mg/dl

尿中肺炎球菌抗原 （+） （-）
尿中レジオネラ抗原 （-） （-）



平成 29 年 8 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 9 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「症例検討会(グループディスカッション)」を予定しております。新人技師やベ

テラン技師、当日直のみ担当する技師および輸血症例を多くこなす施設から、輸血業務があまりない施

設をランダムにグループ分けして答えを導き出してもらう予定にしております。 
また、各グループに認定輸血検査技師を配置し、アドバイス役として参加してもらいます。 
今回はE-mailでの事前申し込み制とします(申し込み無しの当日参加は人数に限りがありますので、ご

注意ください)。8/31(木)締切りですので早めの申し込みをお願いいたします。 
謹白 

記 
 
【日時】 平成 29 年 9 月 9 日（土） 14：00～16：00 （13：30～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） 
【締切】 平成 29 年 8 月 31 日（金） 
【申込み連絡先】 熊本赤十字病院 検査部 田中 希歩    
       E-mail：tanaka.kiho.mo@kumamoto-med.jrc.or.jp 
【申込要領】申込みの際は、件名に「9/9 輸血研修会」、本文に「施設名」「所属」「受講者氏名」「技師年

数」「輸血業務の頻度 多い・普通・少ない（ご自身の感覚で結構です）」を記載して下さ

い。送信後、1 週間経っても返信がない場合は、お手数ですが上記連絡先までご連絡下さい。 
 
【症例１】 竹永 亜希子 技師 （熊本市民病院） 
 
【症例２】 森  香織  技師 （熊本医療センター） 
 
【症例３】 徳永 さやか 技師 （JCHO 人吉医療センター） 
 
問い合わせ先 熊本赤十字病院 検査部 吉田 雅弥 
     TEL：096-384-2111（内線 6371） 
     Mail：m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

以上 



平成 29 年 7 月吉日 
熊本県臨床検査技師会 
県南地区会員 各位 

熊本県臨床検査会 
県南地区理事 柿本 裕一 

（公印省略） 
 

平成 29 年度 第 1 回県南地区研修会開催のお知らせ 

謹啓 
 向暑の候、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。 
ご挨拶が遅れ申し訳ございませんが、私は小田和理事の後任としてこの 4 月

に熊本労災病院に赴任して参りました柿本と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 
 さて、すでに熊本県臨床検査技師会『ニュース版』でご存知の方もおられる

かと思われますが、今年度第 1 回県南地区研修会を当院で開催することになり

ましたので改めてお知らせいたします。 
 なお、今回の研修会の企画は、私が赴任してきたばかりであるため、熊本総

合病院の方々にご相談させていただき決定しました。各施設におかれましては

今年度入職された技師も多いようですので、研修テーマを『接遇』とさせてい

ただきましたが、講師をお引き受けいただいた水俣市立総合医療センターの上

島先生から素晴らしいお話が拝聴できるものと考えております。 
当日は、施設間の技師の顔合わせも兼ね交流を深めたいと考えておりますの

で、大勢の方々のご参加をお待ちしております。 
謹白 

 
 

記 
 
【日 時】 平成 29 年 8 月 3 日（木） 19 時～20 時 
【場 所】 熊本労災病院 2 階会議室 
      自家用車でお越しの方は、『南側駐車場』に駐車され、休日・平日時間外出 

入口よりお入りください。研修会場で無料駐車券をお渡しします。 
【講 師】 上島 さやか先生（水俣市立総合医療センター臨床検査科） 

   『相手の心に響く病院接遇 ～あなたの接遇大丈夫？～』 



平成 29 年 7 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（臨床一般部門）のご案内 

 
 
謹啓 
盛夏の候、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一般検査部門のご案内を申し上げます。 
臨床検査技師として知っておきたい糖尿病治療薬の種類やその作用機序などについ

て講演していただきます。その中でも特に近年販売された SGLT2 阻害薬の作用機序と

それによる検査値への影響について、また日本人における臨床試験の結果とインスリン

を使わずに血糖値を下げる作用から期待される効果について最近のトピックスを交え

てお話していただく予定です。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 8 月 25 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：「糖尿病治療薬 SGLT2 阻害薬の作用機序と今後の可能性」 

講師：内山 一裕 先生 
（アステラス製薬株式会社） 

 
 

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください 
天草市立牛深市民病院 

検査室 井上万実 
連絡先 0969-73-4171 



第 14 回荒尾市健康福祉まつり  
 
＜出動者及び活動報告＞ 
○日時：平成 29 年 6 月 3 日（土）4 日（日） 
○会場：荒尾総合文化センター 
○主催：荒尾市地域保健医療福祉推進協議会 
    荒尾市健康福祉まつり実行委員会 
 
『第 14 回荒尾市健康福祉まつり』が荒尾総合文化センターにて今年も開催されました。 

前日 3 日（土）は、午後より会場設営及び、血糖検査と心電図検査の準備を行いました。 
当日 4 日（日）は、晴天で天候にも恵まれ、血糖検査 313 名、心電図検査 109 名と今年も例年通り多く

の来場者の方が検査技師会のコーナーに足を運んで下さいました。専門医の医学相談コーナーもあり、

皆さんご自身の健康状態を再確認されていました。 
 
【 6 月 3 日（土） 12：30～16：30 荒尾総合文化センター 】  10 名 
前日準備：会場設営、血糖検査・心電図検査準備 

 
石橋浩三 永瀬博 西田志保 高野愛 河野真吾 
池内尚貴 緒方遥 末廣紀子 竹田仁美 山崎芳満（荒尾市民病院） 
 
【 6 月 4 日（日） 9：00～17：00 荒尾総合文化センター 】  14 名 
健康福祉まつり：血糖検査、心電図検査、後片付け 

 
受付・案内）石橋浩三 山崎芳満（荒尾市民病院） 
血糖）永瀬博 中島卓弥 池内尚貴 西田吉一（荒尾市民病院） 
   奈須友雄（荒尾中央病院） 平川雄貴（荒尾脳神経外科医院） 
心電図）安田由記 高野愛 緒方遥  

末廣紀子 竹田仁美 池島桂子（荒尾市民病院） 

 



会員各位                                         平成 29 年 8 月吉日 

 

臨床血液部門 

部門長 津田 勉 

 

臨床血液部門研修会（月例会）のお知らせ 

 

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お慶び申し上げます。 

さて、9 月の月例会は毎年恒例でもありますが、国立病院機構西別府病院 副臨床検査技師長 

松本恵美子氏に“血液検査室から病気が診える～特殊染色や動画から考えてみよう～”と題し、

数多くの現場で様々な血液疾患をみてこられた経験と学識を生かしてご講演いただきます。今年

は形態検査に捉われず、血液検査全般についてご教授頂く予定です。 

謹白 

記 

 

日時：平成 29 年 9 月 1 日（金）18：30～20：00 

※9 月の月例会は定例の第 4 火曜日ではありませんので 

ご注意ください！ 

 

場所：熊本医療センター 研修ホール 

 

演題：『血液検査室から病気が診える～特殊染色や動画から考えてみよう～』 

 

講師：独立行政法人国立病院機構 西別府病院 

副臨床検査技師長 松本恵美子 技師 

 

（問い合わせ・連絡先）熊本赤十字病院 エスアールエル検査室 津田勉 

Tel 096-384-2111 

  

 

 



　平成29年9月～平成29年11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
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2日 八代市 臨床生理部門研修会

災害時におけるDVTエコー検査研修会
　①大規模災害におけるエコノミークラス症候群への取り組み
　②未定
　③災害時のDVT検査の基礎

生体検査 専門 20

9月9日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会

症例検討会
　①症例１
　②症例２
　③症例３

検体検査 専門 20

9月14日 熊本市 臨床一般部門研修会 Fabry病について 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
9月28日 熊本市 臨床生理部門研修会 ペースメーカー心電図の判読 生体検査 専門 20

10月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波基礎工学②　～超音波認定士対策～ 生体検査 専門 20
10月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血療法（総論） 検体検査 専門 20
10月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 その他の一般検査（関節液、BALF、CAPD等）について（仮） 検体検査 専門 20
10月24日 熊本市 臨床血液部門研修会 メーカー予定（凝固検査） 検体検査 専門 20
10月26日 熊本市 病理細胞部門研修会 第３回症例検討会 検体検査 専門 20
11月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 筋電図（中級編） 生体検査 専門 20
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月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 症例検討会 検体検査 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

           ＊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


	３．平成29年度第4回常務理事会報告(p.3-4)
	４．熊本県医学検査学会受賞者訂正お詫び(p.5)
	５．日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会アンケート調査について(p.6)
	５-1．アンケート回答方法(p.7)
	６．熊臨技精度管理調査実施のお知らせ(p.8-9)
	６-1．精度管理調査参加申し込み概略(p.10-13)
	７．生物化学分析部門研修会のご案内(p.14)
	７-1　検査テ゛ータ(p.15)
	８．輸血細胞治療部門研修会のご案内(p.16)
	９．県南地区研修会のご案内(p.17)
	１０．天草地区研修会(p.18)
	１１．第14回荒尾市健康福祉まつり活動報告(p.19)
	１２．臨床血液部門研修会(p.20)
	２２．熊臨技生涯教育1709-1711(p.21)
	2017


