
平成 29 年度 第 5 回常務理事会 議事録 
日 時： 平成 29 年 8 月 18 日（火）18:30 ～ 
場 所： 熊本グリーンホテル 2F 旬どころ 斗貴 096-356-5556 
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；日臨技関係：地域ニューリーダー育成研修会参加者 松岡拓也技師（済生会熊本病院）

を推薦、県医師会関係：新会館内覧会・祝賀会（9/24）参加 

 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）：特記事項なし 

   ・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  

   ・学術（今田）：部門長会議 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、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 医学教育図書棟 3階 第 1講義室 13：00～17：30 参加者 108名 

アンケート集計結果より、教育プログラムの充実（他施設での研修希望など）を望む意見あり。 

4、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  

5、「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 

6、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 

7、熊本市医専連シンポジウム H29.9.9（土）熊本市医師会館 13：00～ 

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 

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、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）経理 小山

美佐子技師（熊本中央病院） 総務 野中喜久技師（熊本保健科学大学） 学術 井島廣子技師（陣

内病院） 企画 松岡拓也技師（済生会熊本病院） 施設 吉田雅弥技師（日赤熊本病院） 

13、その他 

＜協議事項＞ 

1、平成 29年「検査と健康展」について スタッフ募集、機材確保等 

今年度より、肝疾患や認知症に関する検査ブースを設置し、肝疾患は小郷技師（済生会みすみ病院）、

認知症は新屋敷技師（熊本第一病院）主導で準備を進める。スタッフはニュース版で若干名募集する。

機材については熊保大より借用予定。 



2、法人化 30周年創立 65周年記念式典について 

熊本県医学検査学会の前日（6/2）に行う。内容は宮島日臨技会長による講演、式典、祝賀会を予定。

熊本市内中心部のホテルを予約する。 

3、学術部門年間予算増額について 

熊臨技では部門別に活動費を配分しているが、一部の部門では予算が足りないとの意見がある。部門

の特性により一律予算での活動は難しく、活動内容に応じて柔軟に対応しているが、研修会などでは受

益者負担の意味からも参加費を徴収するなど各部門による経費節減をお願いすることとなった。 

4、その他 

 11月 25日の学術講演会では、17時くらいからボーリング大会、懇親会を開始する予定。 

 

 

 

 

 



 

平成２９年度 市民講座・医専連シンポジウム 

「心疾患」を考える 

～「最初の発作」が「最期の発作」にならないために～ 

 

   日 時 平成 29 年 9 月 9 日（土）14:00～16:30 

   場 所 熊本市医師会館２階 講堂 

 

※参加にはお電話での事前申し込みが必要です（参加費無料）。 

申込み・問い合わせ 

熊本市医師会事務局 Tel 096-362-1221（土日祝を除く 9:00～17:30） 

◇ プログラム ◇ 

第１部 基調講演 [14:00～14:30] 

 開 会 前田 篤志   熊本市医師会理事 

 挨 拶 福島 敬祐   熊本市医師会会長 

 講 演  

  演 題 「症状から見た心疾患」 

  講 師 平井 信孝  熊本市医師会熊本地域医療センター循環器内科部長 

～ 休憩 ～ [5 分] 

第２部 シンポジウム [14:35～16:30] 

開 会 西小野 昭人  熊本県放射線技師会会長 

座 長 野田 誠一郎  熊本県放射線技師会常務理事 

     今田 龍市   熊本県臨床検査技師会常務理事 
 

 発表① 「画像で診る心臓（CT、MRI、血管造影についての診断の話）」 

 演 者 尾野 倫章 

      熊本大学医学部附属病院医療技術部診療放射線技術部門/熊本県放射線技師会常務理事 
 

 発表② 「血液検査でわかる心疾患」 

 演 者 春田 昭一 

      済生会熊本病院中央検査部副技師長/熊本県臨床検査技師会総合管理部門副部門長 
 

 発表③ 「画像からわかる心疾患（心エコーの話）」 

 演 者 竹内 保統 
      国立病院機構熊本医療センター主任技師/熊本県臨床検査技師会 理事 
 

～ 休憩 ～ [5 分] 

 

 発表④ 「心疾患の治療について」 

 演 者 平井 信孝  
      熊本市医師会熊本地域医療センター循環器内科部長 
 

 ディスカッション 
 

閉 会 増永 純夫   熊本県臨床検査技師会会長 



 

 



平成 29 年度 全国検査と健康展のスタッフ募集 

  
平成 29 年度の全国検査と健康展を 11 月 19 日（日）にイオンモール熊本で開催します。

検査と健康展は、日臨技主催で国民の生活習慣病やガンの早期発見のために、定期的な健

康診断の重要性を啓発するとともに、臨床検査についての理解を深めるようと全国４７都

道府県で開催されています。今年度は、特に認知症をテーマに展開する予定で、熊臨技で

は認知症だけでなく、肝疾患の質問・相談コーナー、乳がん予防モデル触診体験、血管年

齢・骨密度測定、パネル展示などを予定しており、協力いただけるスタッフを募集いたし

ます。 

 

日 時  平成 29年 11月 19日（日）  8：30～16：00 

会 場  イオンモール熊本 

      熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池 2232 

集合および解散  イオンモール熊本 

 

募集人員  若干名 

 

仕事内容  認知症、肝疾患に関する質問・相談コーナー 

※ コーディネーターなどの有資格者を希望します 

血管年齢測定 

骨密度測定 

誘導、案内 

パンフレット配布  など 

 

 

 申込方法 

別紙の申込用紙に必要事項を記入の上、下記まで FAXまたは e-mail にて返信ください。 

  

 

※ 出動者は、生涯教育点数（公益活動）20点の対象となります。 

 

 

申し込み締め切り  11月 15日（水） 

 

 



 

            FAX 宛先 096-200-1221  

 

検査と健康展スタッフ申込み用紙 

 

施 設 名 氏 名 連 絡 先（電話） 

   

 

 

担当の希望があればご記入ください。 

但し希望者が多数の場合にはご希望に添えない場合があります。 

 

(                       ) 

 

 
 
 
 

返送先 熊本県臨床検査技師会事務所 

野中宛 

〒860-0083 熊本市北区大窪 1 丁目 6-3 

e-mail kumaringi@tos.bbiq.jp 
 

 



平成 29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 

九州支部生物化学分析部門長 池田弘典 

実務担当 根路銘 均 

 

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 10回 生物化学部門研修会』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。 

このたび、表記研修会を下記のとおり沖縄県において開催するはこびとなりました。

つきましては、各県会員の皆様の参加をお待ちしております。 

 

記 

 

メインテーマ「掴み取ろう 検査データが伝えていることを！」 

～検査データは疾病と以心電信？～ 

主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 

担当：（一社）沖縄県臨床衛生検査技師会 

日時：平成 29年 11月 3日(金) ～ 4日(土) 

会場：11/3（金）沖縄県男女共同参画センターてぃるる３階研修室 

〒900-0036沖縄県那覇市西 3-1-11 TEL 098-866-9090 

11/4（土）沖縄産業支援センター３階大会議室（302、303） 

〒901-0152沖縄県那覇市小禄 1831-1 TEL 098-859-6234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム 

1日目 11月 3日（金） 

12：30～           受付開始 

13：00～13：05   開会の挨拶 九州支部生物化学分析部門長 池田 弘典 

13：05～13：10   沖縄県臨床検査技師会会長挨拶  松川 正男会長 

 

13：10～14：30  Reversed-CPC（グループディスカッション） 

                     沖縄県立中部病院 呼吸器内科副部長  山城 信 医師 

 

14：35～15：35  特別講演Ⅰ     座長 琉球大学医学部附属病院 山内 恵 技師 

臨床医が技師に求めること「消化器内科医の立場から(肝疾患)」 

琉球大学病院附属病院 第一内科 前城 達次 医師 

  

 

15：40～16：20   教育講演Ⅰ          座長 アワセ第一病院 松川 正男 技師 

臓器疾患別にみる検査データ「心疾患」 

長門記念病院 濱野 貴麿 技師 

 

16：25～17：05   教育講演Ⅱ        座長 沖縄県立中部病院 大城佑馬 技師 

臓器疾患別にみる検査データ「腎疾患」 

 沖縄県立八重山病院 根路銘 均 技師 

 

17：10～17：50  教育講演Ⅲ     座長 第一岸本検査センター 川尻 洋行 技師 

臓器疾患別にみる検査データ「肝疾患」                  

   鹿児島大学病院 中村 政敏 技師 

 

18：30～20：00  懇親会 

 

20：00～21：00  ナイトセミナー         座長 佐賀大学病院 池田 弘典 技師 

講演 1 「これまでの検査技師人生を振り返って」Ⅰ 

                    宮崎大学医学部附属病院 守田 政宣 技師 

 

講演 2 「これまでの検査技師人生を振り返って」Ⅱ 

                     熊本保健科学大学 池田 勝義 先生 

 

 

 



2日目 11月 4日（土） 

9：30～10：10 教育講演Ⅳ                     座長 中頭病院 嶺間 有紀子 技師 

臓器疾患別にみる検査データ「肺疾患」 

 琉球大学医学部附属病院 山内 恵 技師 

 

10：15～11：15 特別講演Ⅱ        座長 沖縄県立八重山病院 根路銘 均 技師 

臨床医が技師に求めること「循環器外科医の立場から」 

沖縄県立中部病院 本竹 秀光 医師 

 

11：25～12：25 特別講演Ⅲ         座長 沖縄県立八重山病院 根路銘 均 技師 

臨床医が技師に求めること「麻酔科医の立場から」 

沖縄県立八重山病院 上原 真人 医師 

                                    

12：25～修了式 

 

＊例年の 1 日目ランチョンセミナーは会場貸切時間の都合上、今回は行いません。昼食は

お済ませの上、ご参加ください。 

＊研修会へはノースーツ・ノーネクタイでご参加ください。 

＊必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。 

 

【受講料】 

 8,000 円 

【会場について】 

○研修会会場 （1日目と 2日目は会場が異なりますので注意して下さい） 

1日目 11月 3日（金） 

沖縄県男女共同参画センターてぃるる３階研修室 

〒900-0036沖縄県那覇市西 3-1-11 TEL 098-866-9090 

2日目 11月 4日（土） 

沖縄産業支援センター３階大会議室（302、303） 

〒901-0152沖縄県那覇市小禄 1831-1 TEL 098-859-6234 

 

○ナイトセミナー・懇親会会場 

パシフィックホテル沖縄  

〒900-0036沖縄県那覇市西 3-6-1 TEL  098-869-3433 

研修会会場隣（徒歩１～２分） 

 



【宿泊について】 

宿泊についてはご準備できません。航空券、宿泊込みのホテルパックをお早めに申し込

みされることをお勧めいたします。 

 

【懇親会について】 

懇親会費 5,000 円 

会場：パシフィックホテル沖縄 ２階 カネオヘルーム 

【申込方法】 

1.日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)から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第 10回生物化学部門研修会を選択し、事前参加申請を押

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。 

5.事務手続きのため、下記申し込み先に以下の項目についてメールにてご連絡下さい。 

①氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス 

⑧懇親会参加の有無  

6. 折り返し受講料振込先等をお知らせします。 

 1週間以上経過しても返信がない場合にはご連絡下さい。 

【募集人員】 

 70 名 

【締め切り】 

平成 29年 9月 30日（ただし定員になり次第締め切ります） 

【申込・問い合わせ先】 

〒907-0022沖縄県石垣市大川 732 

沖縄県立八重山病院 検査科  根路銘 均（ねろめ ひとし） 

TEL:0980-83-2525 FAX:0980-82-1742 

E-mail：nerome_hitosi@hosp.pref.okinawa.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jamt.or.jp/


会場のご案内 

◎研修会会場 （1日目と 2日目は会場が異なりますので注意して下さい） 

1日目 11月 3日（金） 

沖縄県男女共同参画センターてぃるる３階研修室 

〒900-0036沖縄県那覇市西 3-1-11 TEL 098-866-9090 

2日目 11月 4日（土） 

沖縄産業支援センター３階大会議室（302、303） 

〒901-0152沖縄県那覇市小禄 1831-1 TEL 098-859-6234 

 

◎ナイトセミナー・懇親会会場 

パシフィックホテル沖縄  

〒900-0036沖縄県那覇市西 3-6-1 TEL  098-869-3433 

研修会会場隣（徒歩１～２分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1日目研修会会場 

 

懇親会会場 

 

2日目研修会会場 

 



 
 
 
 
 
 

 

第 1 回 九州 CVT 連絡会開催のご案内 

 
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。 

この度、下記の日程で第 1回九州 CVT連絡会を開催する運びとなりました。 

講師には日本の血管診療を牽引されている、著名なお二方の先生をお招きしております。現状での血管診療

のあり方や最新情報など盛りだくさんの内容になること間違いなしです。 

CVT（血管診療技師）の方はもちろん、血管診療に興味のある方のご参加をお待ちしております。 

なお、今回は講師・世話人の先生方を囲んでの懇親会も企画しています。そのまま同じ旅館に宿泊、朝まで

語り合いましょう。 

 謹白 

記 
 

日時：2017年 12月 16日 15時～18時 

会場：済生会熊本病院 がん治療センター4階コンベンションホール 

講演：松尾クリニック 理事長 松尾 汎 先生 

「CVTへの期待！その可能性を探る」 

関西電力病院 臨床検査部技師長 佐藤 洋先生 

「超音波検査が果たしてきた役割と、さらにこれから果たすべき役割」 

参加費：事前受付 2,000円 当日 3,000円 

事前受付：10月 1日（日）～11月 17日（金） 

懇親会：19時～松屋旅館別館（済生会病院からの送迎バスあり） 

税込み 6000円（飲み放題付き）  

宿泊：松屋旅館別館（朝まで語ろう！限定 20名） 

シングルルーム・朝食付 \7,250円（税別） 

http://www.matsuyahonkan.com/2/ 

   ＊血管診療技師認定機構 CVT 資格更新単位「4 単位」申請中。 

 

 

九州 CVT連絡会とは 

九州および近隣の血管診療に興味のある医療従事者を対象とした会です。社会貢献を通じて脈

管・血管疾患診療に関する知識や技術、情報の共有を図ると共に、会員の交流・親睦を深めるこ

とを目的としています。 

九州 CVT 

【事務局】 済生会熊本病院 中央検査部内 『九州 CVT 連絡会』                         

事務局担当 : 富田文子 kyushu.cvt@gmail.com 

【後援】九州各県臨床検査技師会（熊本、大分、沖縄、鹿児島、佐賀、長崎、福岡、宮崎） 

 

 

http://www.matsuyahonkan.com/2/
mailto:kyushu.cvt@gmail.com


平成 29 年 9 月吉日 
会員各位 

臨床生理部門 
部門長 吉田 健一 

災害時における DVT エコー検査研修会（第 2 回目）のご案内 

 
謹啓 
盛夏の候、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。 
臨床生理部門では、地震等の非常事態に備え、技師会に応援要請があった際に、迅速かつ

的確な技師の派遣ができるよう、災害時に DVT エコー検査が出来る技師を養成する研修会

を企画しました。第 2 回目となる今回は下記の通り行います。 
ご多忙の折とは存じますが、是非ご出席賜りますよう宜しくお願いいたします。 
なお、会場の都合上、今回も事前登録制となります。参加ご希望の方は、内容・申込要領

をご確認の上、E-mail にてご登録をお願い致します。 
謹白 

 
記 

 
≪日 時≫ 平成 29 年 10 月 28 日(土)  13：30～17：00 (13：00 ～ 受付開始) 
≪場 所≫ 熊本大学山崎記念会館 
≪参加費≫ 講義のみの参加・・・会員 無料 （非会員 3000 円） 

ハンズオンまで参加・・・会員 1000 円  (非会員 4000 円) 
≪定 員≫ 50 名程度 

 
 

【申込み連絡先】熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一 
 

E-mail：k27242645@gmail.com 
 

【参加申込締切】平成 29 年 9 月 29 日(金) 
 
≪申込要領≫E-mailでお申し込みの際は、「氏名」「所属施設名」「技師会会員番号」「ハン

ズオンへの参加の有無」を記載してください。応募者多数の際は抽選とさせて頂きます。 
送信後、1 週間経っても返信がない場合は、お手数ですが熊本労災病院 中央検査部 吉田

(0965-33-4151、PHS7366)までご連絡ください。 

mailto:k27242645@gmail.com


～ プログラム ～ 

司会：熊本労災病院 中央検査部 吉田健一 

 

◎13：00 ～ 13：30  受付 

◎13：30 ～ 13：40 『研修会の趣旨説明』 熊本労災病院 中央検査部 吉田健一 

 

◎13：40 ～ 14：10 『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』 

済生会熊本病院 中央検査部 山本多美技師 

 

◎14：10 ～ 14：15 質疑応答 

 

◎14：15 ～ 14：55 『熊本地震における災害医療支援活動報告 ～ そのとき福岡は ～』   

        地域医療機能推進機構 九州病院 中央検査室 福光梓技師 

 

◎14：55 ～ 15：00 質疑応答 

 

◎15：00 ～ 15：10 休憩 

 

◎15：10 ～ 15：40 『災害時の DVT検査の基礎』 

熊本大学医学部附属病院 中央検査部 今村華奈子技師 

 

◎15：45 ～ 17：00 災害時におけるDVTエコー検査のハンズオン(初心者対象) 

           弾性ストッキング脱着実技 

 

 
 

以上 



 

 

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⑩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 9月 28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】 『2016年版 TDMガイドラインと腎機能評価』 

      （株）ベックマンコールター 満武忠大 先生 

【講 演-２】 『気になる検査データの見方シリーズ⑩』  

       井島 廣子   （陣内病院） 
                     

 

【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 



身体所見 生化学検査
身長 160.4 cm FPG 242 mg/dl
体重 61.9 kg PPG 290 mg/dl
BMI 24.1 HbA1c(HPLC) 5.7 %
血圧 133/77 GA 32.7 %
血液検査 TP 7.4 g/dl
WBC 6,300 /μl ALB 4.2 g/dl

RBC 446×10
4 /μl AST 24 IU/l

Hb 14.8 g/dl ALT 16 IU/l
Ht 41.2 % γ-GTP 30 IU/l
MCV 92.4 fl CHOL 154 mg/dl
MCH 33.2 pg TG 105 mg/dl
MCHC 35.9 g/dl HDL-C 38 mg/dl

PL 26.9×10
4 /μl T-BIL 0.7 mg/dl

尿検査 Fe 68 gμ/dl
U-Glu 4＋ CRE 0.64 mg/dl
U-TP 1＋ BUN 12 mg/dl
U-OB ±

主訴：81才、男性。2型糖尿病。2004年からインスリン導入となる。定期通院中である。



月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
10月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 関節液・CAPD・BALFの検査について 検体検査 専門 20
10月15日 熊本市 臨床生理部門研修会 基礎超音波医学　～超音波検査士試験対策～ 生体検査 専門 20

10月24日 熊本市 臨床血液部門研修会
①ＤＩＣ診断基準の変遷と2017年度版について
②凝固検査のピットフォール

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

10月28日 熊本市 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熊本地震における災害医療支援活動報告　～その時福岡は～
　③災害時のDVT検査の基礎

生体検査 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　平成29年10月～平成29年12月
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