
平成 29 年度 第 9 回常務理事会議事録 
日 時：平成 29 年 12 月 12 日（火）18:30 ～20:30 
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；日臨技関係 検体採取等に関する講習会の受講促進依頼あり。現在まで熊本県での受講

率は 72.2％である。 

 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）：精度管理調査報告会 H30.2/3  臨床検査講習会 H30.3/10 

   ・学術（今田）：学術部講演会開催報告 くまもと医学検査査読終了 全国医学検査座長推薦 

   ・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 H30年度予算案の作成 

・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備 

3、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～ 

  来場者数：乳がん啓発 95名、骨密度 189名、血管年齢 274名、認知症ｺｰﾅｰ 84名、肝炎ｺｰﾅｰ 57名 

延べ 699名 

4、平成 29年度学術部講演会 H29.11.25（土）熊本市医師会館 67名参加 

5、部門対抗ボウリング大会・懇親会 H29.11.25 ｽﾎﾟﾙﾄ熊本 36名参加・ひゃくしょう茶屋 38名参加 

6、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） 

7、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ九州地区委員会 賀詞交換会 H30.1.11（木）福岡市 JR 博多ｼﾃｨ他 田中、逢

坂参加予定 

8、平成 29年度認知症対応力向上講習会Ｂ H30.1.27（土）28（日）熊大附属病院 山崎記念館 

9、第 11回医療・保健・福祉連携学会  H30.2.24（土）県医師会館 

10、初級職能開発講習会 H30.3.18（日）山崎記念館 

11、平成 29年度 第 3回理事会 H30.3.24（土）KKR ﾎﾃﾙ 16：00～（予定） 

12、厚労省大臣表彰、福見秀雄賞、医事功労者県知事表彰祝賀会 H30.3.24（土）KKR ﾎﾃﾙ 18：00～ 

13、第 67回日本医学検査学会 H30.5.12～13浜松市 アクトシティ浜松  

演題募集再々延長 12/17まで 

14、法人化 30周年創立 65周年記念式典 H30.6.2 式典･祝賀会 場所 ザ・ニューホテル熊本 

  来賓 宮島 喜文 日臨技会長 

15、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 H30.6.3 

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） 

特別講演 KKT ｱﾅｳﾝｻｰ 村上 美香氏 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 3社募集 ｽｨｰﾂｾﾐﾅｰ ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽ 

16、第 51回熊本県医学検査学会 担当 県南地区 学会長 水俣医療センター 麻生技師(予定) 

17、その他 

＜協議事項＞ 

1、第 11回医療・保健・福祉連携学会及び懇親会参加について 

  平成 30年 2月 24日（土）13：00～県医師会館にて開催予定。懇親会は 19：00～ホテルキャッスル

で行う。今年から懇親会は事前申し込みとなった。申込みは 1/23まで。 

 



 

2、平成 29年度 医事功労者県知事表彰祝賀会について 

  池田技師（熊本保健科学大学）を推薦中。正式決定は 2月ぐらいになる模様。3月 24日（土）KKR

ホテル熊本を予約済み。発起人は常務理事とする。 

3、第 54回日臨技九州支部 医学検査学会 熊本県担当 について 

  来年早々に実行委員会を開催する。実行委員は常務理事が兼務し、開催日を決定する。 

4、その他 

 くまもと医学検査の見本（白木メディア）が完成した。デザイン等を確認し、今後、校正に入

る。 

 学術部より、研究部門の再編（遺伝子部門の独立）と名称変更（総合管理部門を他都道府県技

師会に準じる）依頼があった。規程の変更となることから理事会の承認が必要となり、3月 24

日の理事会に提案する。 

 県南地区より、活動費の増額依頼があった。今年度は八代地区での研修会（DVT検診関連）の補

助をしたため、遠方の講師による講演会（1月開催）を予定したものの残金では足りないとのこ

と。協議の結果、遠方の著名な講師であれば、ぜひ多くの会員が聴講出来るよう広く広報し、

メーカー共催で開催していただくよう申し入れる。 

 
 

以上 



退会手続きについて  以下、日臨技ホームページより抜粋 

 
退会を希望される方は、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の規程に従い手続きを行ってください。 
 
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 29 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。 
 
 
熊臨技を退会する場合（他県への移動を含む） 
 

事務所宛に退会届を FAX、メールまたは郵送して下さい（退会届は熊臨技ＨＰに書式あり）。 
 
 

 

 

 

 

 
 

（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 



事 務連絡 第 69号

平成 29年 11月 2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

病棟業務に必要な能力開発実践研修会

～臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上トレーエング～

のご案内と広報のお願い

拝啓 平 素は当会事業に、ご理解ご協力をありがとうございます。

当会では臨床検査技師の病棟業務の積極的参加を目指して、病棟業務推進施設情報連絡会での展開と

会員への情報提供を行なってきました。

この度、その一環として平成 30年 2月 11日 (日)、12日 (月・祝)に 「病棟業務に必要な能力開発

実践研修会 ～ 臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上 トレーエング～」を開催する運びとなり

ました。

今回の研修は、ニプロi_mlIEPにて現場で求められる能力に対応できる人材の育成のため、臨床の現場

で必要となる具体的内容を総合的に習得してもらうことを目的としており、実技を主体としてシミュレ
ータを用いた少人数制で行ないます。

つきましては、業務ご多忙のところ誠に恐縮とは存じますが趣旨をご理解のうえ、貴会会員へ周知の

方、よろしくお願い申しあげます。

敬具

≪連絡先≫   一 般社団日本臨床衛生検査技師会

Tel : 03-5767-5541 / Fax : 03-3768-6722

Mall : itabashi―takullliOf amt or ,p

執行理事 深 澤意治 / 事 務局 板 橋匠美



日臨技医療政策企画 病 棟業務に必要な能力開発実践研修会

～臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上トレーニング～

生涯教育研修制度 : 基 礎教科 30点

ァ ー マ 現場で求められる能力への具体的対応

目 的
病棟で実施されている様々な場面を想定したシナリオを用意し、亥J一刻と変わる状況下で状況判断をしな

がら、適切に実行できる現場に繋がる 「経験」を補うことを目的としている。

ご案内

現場で求められる能力に対応できる人材の育成のため、臨床の現場で必要となる具体的内容を総合的に研

修し、習得してもらうことを目的としている。

本講習会は実技を主体とし、シミュレータを用いた少人数帝1で行なう。

会 期 平成 30年 2月 11日 (日)。12日 (月・祝)9時 30分  ～  16時 35分

会 場 医療研修施設 「ニプロ 1対EP(ア イメップ)」 TEL:07756年 0610

内 容 内容・確師等について変更となる場合があります
(敏称略)

1日 目
9,30～ 9150  受 付
9:50～ 10:00  開 講挨拶

日臨技 富J会長 横 地 常広
10,00～ 10:30  病 棟業務に必要な法的知識

日臨技 常 務理事 丸 田 秀夫
10:30～ 11:00  安 全な医療を提供するための具体的な取組に向けて

～検査データの活用について～

日臨技 執行理事 千 葉 正志

(休憩 10分)
11:10～ 12:40  R一 CPC

信州大学医学部附属病院 中央検査部 菅 野 光俊
12:40～ 13:40  昼 休み

13:40～ 15:10  実 技訓撫 I ～ 検査説明 ・相機②～

R一 CPC結 果を路まえた実際の検査説明 ・相談模擬演習

日臨技 理事 賃 原 正明

(休憩 10分)
15:20～ 16:50  実 技翻棟I ～ 移乗介助～ ※ 事務局にて 3グループに振り分け行ないます。

(30分)ス トレッチャー ～ 患者対応 ・検査の説明も含めて～

(30分)車 イス ～ 患者対応 ・検査の説明も含めて～

(30分)ベ ッド搬送 ～ 患者対応 ・検査の説明も含めて～

(休憩 10分)
17:00～ 18:30  ナ イ トセミナー ～ 夕食をとりながら～ ※ 集合写真撮影も行います

企画 I よ り患者の寄り添うために ～ 日臨技医療政策企画の今後の方向性について～

日臨技 政策調査部門 担当理事 深 澤 恵治
企画E 中 期目標実現のための 1戦略法 「業務量分析化メノッド」

日臨技 代表副会長 横 地 常広



2日 目
9i00～ 10:30  入 院患者への輸血対応 ～ 説明 ・同意から副作用確認まで～

(休憩 10分)
10140～ 12,10  患 者持参薬 ・治療薬の作用機序と検査値へ与える影響 ～ 入院患者を対象として～

12,10～ 13:00  昼 休み

13:00～ 16,15  実 技訓練IIE ～病態 (複数シナリオ)乃 らヽ院内患者急変に気づき ・行動する～

※事務局にて2グループに振り分け行ないます。

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 藪 圭介 (認定数急険査技師)
(休憩 ローテーション時適宜取得)

16115～ 16:35  閉 講式

募集人員 最大 51名

募集対象 一般社団法人 日 本臨床衛生検査技師会 会 員

受講料 12,000円 (ナイ トセミナー代を含む)

申込締切 平成 29年 2月 4日 (日) ※ 参加費振込締切 平 成 29年 2月 7日 (水)

申込要領 ネ肥Bか らの事前受付 会 員専用ページ → 生握教育 → 行事検索 → 日臨技または支部 講習会を選択 → 事前登録

申込先
〒14卜0016 東 京都大田区大森北 4丁 目10番 7号
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 事 務局   電 話 03-57675541

キャンセ

ル待ち

申込み枠を超えた場合、キャンセル待ちを受け付けます。申し込みは電話 03576作5541へ直接ご連絡をお

願い致します。受講可能者には2月 7日 (水)ま でに事務局よりご連絡をいたします。

持参備品
講習は常に自衣で行います。更衣室を用意しておりますので、

自施設で使用している白衣 (ケーシー笠 _=式 をご持参くださ主主α_

宿 泊
事前予約制で2月 10日 (上)11日 (日)の 受講者人数分確保してあります。

利用には別途申し込みが必要です。平成 30年 2月 4日 (日)ま でに下記 FAXをお願いします。

主 催
一般社団法人 日 本臨床衛生検査技師会

宿泊の申し込みは、以下へお送りください。(事務局 政策調査課 :板橋)

FAX,03-3768-6722

お名前

日中の連絡先 TEL: Email:

宿泊の条件 宿泊部屋は、禁煙・喫煙 / 朝 食は、必要・不要

※宿泊費のご清算はチェックイン時となります。

※3日前からの変更。キャンセルのお問合せは、アーパンホテル (TEL i 07■531-0306)にお願いします。

尚、宿泊キャンセルは前日より20%がかかりますのでご注意くださいますようお願い申し上げます。



医療研修施設 「エプロiMEP(ア イメップ)」

住所:〒525-0055 滋 賀県車津市野路町3023番 地  TEL 1 077-564-0610/FAX:077-564-0591
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※東京駅から乗り換え 1回 (京都にて)で 到着する便の良い会場です。

ニブロゆ合研究所
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南草津駅より徒歩 4分 でニプロ lMEPに到着します。

日臨技確保の宿泊先情報

アーバンホテル南草津   〒 525-0050 滋賀県草津市南草津 1丁目1番地5  TEL 077-561-0606

宿泊先の南草津アーバンホテルは、徒歩 3分でエプロ iMEPに到着します。

宿泊申し込み料金 :シングル 5,800円 (税込/朝食は別費用 1,200円)で す。



事 務 連 絡 第 75号

平成 29年 11月 29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 官 島 喜 文

(公印省略)

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 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。

本講習会が平成 27年 より開始され、受講率は本会会員の半数に留まってお ります。また、

都道府県間においても受講率の格差が認められ、受講率が 50%に 満たない地域 もあります。

本講習会における都道府県ごとの受講率につきましては別添資料をご確認ください。

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

ますが、現状の受講申し込み状況より今後は開催回数や開催場所を経時的に縮小を致 します。

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

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 t itabashi―takum10jattt,or.jp

担当執行理事 千 葉正志  事 務局 板 橋匠美



平成29年12月吉日 

会員各位 

日臨技九州支部 支部長 佐藤 元恭 

福岡県臨床衛生検査技師会 会長 西浦 明彦 

熊本県臨床検査技師会 会長 増永 純夫 

 

「平成29年度 初級・職能開発講習会」開催について（ご案内） 

謹啓 

 会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この度、日臨技では職能団体として組織強化を図ることを目的に、卒後3 年から5 年程度の臨床検査

技師を対象に標記講習会を開催することとなりました。 

早い段階から臨床検査並びに医療を取り巻く環境の変化を的確に把握し、時代を先取り出来る医療人、

職能人としてのスキルアップを図るため日臨技主催の講習会を福臨技と熊臨技が担当し開催いたします。 

各施設の責任者におかれましては、趣旨をご理解の上、ご協力下さいますようお願いいたします。 

 つきましては、下記のとおり実施いたしますので、興味のある方また、所属長から推薦された方々に

は積極的に参加いただきますようご案内いたします。 

謹白 

 

記 

 

 1.日時：【福岡会場】平成30年3月17日（土）9：00～15：30（受付8：30～） 

     【熊本会場】平成30年3月18日（日）9：00～15：30（受付8：30～） 

 2.会場：【福岡会場】ナースプラザ福岡 ２０３研修室（福岡市東区馬出4-10-1） 

【熊本会場】熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 １階ホール 

                           （熊本県熊本市中央区本庄1-1-1）  

 3.対象：日臨技に所属する卒後3年から5年程度の正会員 

 4.募集人数：各会場 50名 

 5.受講料：1,000 円（当日集金） 

 6.生涯教育：基礎20 点（当日は必ず技師会会員証をご持参ください） 

 

 7.申込方法および連絡先： 

【福岡会場】福臨技サイト トップページにある【申込フォーム】からお申し込み下さい。 

福岡県臨床衛生検査技師会 講習会責任者：荒木 敏造 
※お問い合わせはメールにてお願いいたします。 

福岡県臨床衛生検査技師会 講習会専用アドレス E-mail :3-Mar@fukuokaamt.or.jp 

 

【熊本会場】下記メールから申し込み下さい。 

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

熊本県臨床検査技師会 講習会責任者：西村仁志 

     熊本大学医学部附属病院 中央検査部   TEL:096-373-5697 

 

8.申し込み期間：平成30年1月15日（月）〜 平成30年3月9日（金） 

 

9.主   催：（一社）日本臨床衛生検査技師会   

企画担当：（一社）福岡県臨床衛生検査技師会 （一社）熊本県臨床検査技師会 



                                   
平成29年度 初級・職能開発講習会 

生涯教育 基礎 20点 

 

 

 

【福岡会場】 

開催日：平成30年3月17日（土）  ナースプラザ福岡 203研修室 

 

9：00～ 9：20     オリエンテーション、開会式 

9：20～10：20     会長講話：日臨技会長 宮島 喜文（60分） 

                     「医療情勢と今後の方向性について」 

            

10：20〜10：30    休憩（10分） 

 

10：30～12：00    基調講演：日臨技副会長 横地 常広（90分） 

                     「多職種連携医療で活躍する臨床検査技師」 

            

12：00 〜 13：00    昼食（各自）（60分） 

 

13：00 〜 15：00    グループワーク（120分）  6名1グループ 

                   「多様なニーズに対する臨床検査技師のあり方」 

                     ①テーマ：スタッフの意識改革と組織強化への取り組み 

                     ②テーマ：業務体系の変革（受動態から能動態へ） 

                     ③テーマ：生涯教育の意義とあり方 

15：00 〜 15：30     e ラーニング概要説明 日臨技副会長 横地常広 

15：30               閉会式 

 

【注意事項】 

 ★お車でお越しの際には、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

 ★昼食は各自ご用意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
平成29年度 初級・職能開発講習会 

生涯教育 基礎 20点 

 

 

 

【熊本会場】 

開催日：平成30年3月18日（日） 熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 １階ホール 

 

 8：30 〜  9：00    受付 

 9：00 〜  9：10    オリエンテーション/開講式 

 9：10 〜 10：10    会長講話：日臨技会長 宮島喜文 

                     「医療情勢と今後の方向性について」 

 

10：10 〜 10：20    休憩 

 

10：30 〜 12：00    基調講演：日臨技副会長 横地常広 

                     「多職種連携医療で活躍する臨床検査技師」 

 

12：00 〜 13：00    昼食（各自） 

 

13：00 〜 15：00    グループワーク 

                   「多様なニーズに対する臨床検査技師のあり方」 

                     ①テーマ：スタッフの意識改革と組織強化への取り組み 

                     ②テーマ：業務体系の変革（受動態から能動態へ） 

                     ③テーマ：生涯教育の意義とあり方 

15：00 〜 15：30     e ラーニング概要説明 日臨技副会長 横地常広 

15：30               閉講式 

 

（注意事項） 

 ★お車で来られる方は熊大病院駐車場（山崎記念館側）をご利用ください。 

 ★昼食は各自ご用意下さい。院内にはコンビニ・売店・タリーズがございます。 

 

 

 

 

 

 



平成 2９年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会 

日時：平成 30 年２月 3 日（土）13:00～17:40 

会場：熊本大学医学部附属病院 総合研究棟３階 安全講習室 

 

12:00-13:00   受付 

総合司会 福吉葉子（熊臨技 事業部長） 

13:00-13:05  ◆開会挨拶                  熊本県医師会 会長 福田 稠 

 

13:05-13:10  ◆精度管理委員長挨拶             

                 臨床検査精度管理調査委員長（熊本大学教授）    松井啓隆 先生 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

13:10-13:40  ◆熊本県・熊本市衛生検査所立入検査報告 

                                     池田勝義 先生（精度管理専門委員）                             

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

13:40-16:25  ◆平成 29 年度精度管理調査報告                 

13:40-13:50  (1) 概要について                西村仁志（熊本大学医学部附属病院） 

13:50-14:15  (2) 輸血細胞治療部門解析報告                          

輸血検査・フォトサーベイ           吉田雅弥（熊本赤十字病院） 

14:15-14:40  (3) 臨床血液部門解析報告                          

   血液検査・血液形態フォトサーベイ    津田 勉（SRL 熊本ラボラトリー） 

 

14:40-14:50   －－－－－－－－－－－－－   休憩    －－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

14:50-15:00  (4) 病理細胞部門解析報告 

病理細胞フォトサーベイ           田上圭二（済生会熊本病院） 

15:00-15:20  (5) 臨床生理部門解析報告 

          心電図・エコー画像サーベイ         吉田健一（熊本労災病院） 

15:20-15:30  (6) 臨床微生物部門解析報告 

          微生物検査フォトサーベイ          磯崎将博（天草地域医療センター） 

15:30-16:00  (7) 生物化学分析部門解析報告                         

 生化学検査・免疫血清検査      井島廣子（陣内病院） 

16:00-16:25  (8) 臨床一般部門解析報告                         

尿検査・フォトサーベイ       松岡拓也（済生会熊本病院） 

                  

16:25-16:35   －－－－－－－－－－－－－   休憩    －－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

16:35-17:35  ◆日臨技講演「精度保証施設認証制度及びＪＣＣＬＳ共用基準範囲について」 

講師 坂本 徳隆 技師（福岡市立病院機構 福岡市民病院） 

座長 田中 信次     （熊本県臨床検査技師会 副会長） 
 

17:35-17:40  ◆閉会挨拶                        熊本県臨床検査技師会 副会長 田中 信次 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

報告会当日に受付を行います。事前申込みの必要はありません。 

 

 

 

 



 

 

会場 



平成 29年 12月吉日 

会員各位 

一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

組織部 河野 公成 

 

部門対抗ボウリング大会結果報告 

 

謹啓 

 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、部門対抗ボウリング大会および懇親会を去る平成 29年 11月 25日開催いたしました。

ボウリング大会に 36名、懇親会には 38名の方にご参加いただき誠にありがとうございました。

今回は 9チームと例年より 3チーム減でしたが、皆様のご協力のお蔭で予定通り無事終了するこ

とが出来ました。ここに結果をご報告いたします。 

謹白 

 

結果 

＜団体戦＞ 

順位 チーム名 メンバー 得点 合計 HDCP 総得点 

1 位 輸血 

山崎浩二（熊本市地域医療） 

吉田雅弥（熊本赤十字） 

吉田賢太（済生会熊本病院） 

林 秀幸（国立病院） 

279 

253 

355 

208 

1095 

0 

0 

0 

0 

1095 

2 位 常務理事 A 

増永純夫（熊本中央病院） 

原田精一（化血研） 

西村仁志（熊大病院） 

逢坂珠美（熊本中央病院） 

297 

258 

262 

220 

1035 

0 

0 

0 

60 

1095 

3 位 細胞病理 A 

石原光浩（熊大病院） 

大黒真琴（熊大病院） 

立山敏広（熊本中央病院） 

樫本泰志（日赤健康管理 C） 

311 

170 

311 

242 

1034 

0 

60 

0 

0 

1094 

 

＜個人戦＞ 男性の部 

順位 チーム名 メンバー 得点 HDCP 総得点 

1 位 輸血 吉田賢太（済生会熊本病院） 355 0 355 

2 位 常務理事 B 田中信二（日赤健康管理 C） 316 0 316 

3 位 細胞病理 A 
石原光浩（熊大病院） 

立山敏広（熊本中央病院） 

311 

311 

0 

0 

311 

311 

女性の部 

順位 チーム名 メンバー 得点 HDCP 総得点 

1 位 一般 西山明美（あきた病院） 246 60 306 

2 位 臨床生理 三坂莉奈（熊本赤十字病院） 245 60 305 

3 位 細胞病理 B 近藤妙子（済生会熊本病院） 232 60 292 

 



2 月生理部門研修会のご案内 

 
平成 29 年 12 月吉日 

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、2 月の定期勉強会を下記の通り行います。 
今回は心電図の判読を目的とした勉強会となっております。 
ご多忙中とは存じますが、ぜひ参加していただきますようお願い申し上げます。 

謹白 
 
 

記 
 
 
日時：平成 30 年 2 月 5 日（月） 19：00～20：00 
 
会場：国立病院機構 熊本医療センター 2 階研修センターホール 
 
内容：心電図のケーススタディ 
 
講師：佐々 智子 技師 （国立病院機構 熊本医療センター） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ：熊本労災病院 吉田健一 
0965-33-4151(内線 7366) 



平成 29年 12月吉日 

臨床生理部門長 吉田 健一 

 

『心エコー・腹部エコー ハンズオン研修会-初心者対象-』

のお知らせ 

 
【日 時】平成 30年 2月 25日(日)   9：00 ～ 15：30 (8：40より受付開始) 

 

【場 所】 

◎心エコー：国立病院機構 熊本医療センター 

◎腹部エコー：熊本保健科学大学 

＊今年度は心エコーと腹部エコーとで開催場所が異なっています。ご注意ください。 

 

【受講料】 

講義のみ …1,000円 

講義 + 実技… 3,000円 

＊技師会非会員の方は、受講料とは別に 3,000円徴収します。 

 

【定 員】 

心エコー20名程度 、腹部エコー20名程度  

 

＊今回の研修会は事前登録制となります。 

 

参加ご希望の方は、必要事項(氏名、所属施設名、会員番号、経験年数)を記入

の上、下記アドレスまで登録をお願いします。応募多数の場合は抽選となりま

すのでご了承ください。 

 

ykecho@kumamotoh.johas.go.jp 
 
【締 切】平成 30年 1月 26日(金) 

 

 

【問い合わせ先】吉田健一(熊本労災病院)0965-33-4151 内線 7366 



 

 

平成 29年 12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。 

 今回の研修会は、免疫検査の再検基準について考察したいと思います。参加型研修会と

なりますので、他施設の意見交換も十分可能です。この機会に、自施設の業務について再

度見直してみませんか。 

 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 30年 2月 1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】 『免疫検査の再検基準についてみんなで考えよう』 

      （株）シーメンスヘルスケア 

        村本壮快先生 他 

       演者：熊本大学中央検査部 山下昭一郎 技師 他 

        

                     

 

【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 30 年 1 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、日水製薬株式会社 

平成 29 年度第 3 回臨床微生物・遺伝子部門講演会のご案内 

 

謹啓 

初春の候、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、今年度最後となります第 3 回臨床微生物・遺伝子部門講演会のご案内を申し上げ

ます。今回は、あのグラム染色道場でお馴染みの神戸市立西神戸医療センターの山本剛先生

をお招きし、グラム染色結果の解釈の仕方や、結果を感染症診断へどのようにつなげていく

のかを分かりやすく解説していただきます。細菌検査室はないけれどグラム染色のみ行っ

ているという施設の方には特に必見の内容です。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 30 年 2 月 17 日（土） 14：00～17：00（予定） 

場所：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（予定） 

 

 プログラム  

話題提供 

「日水製薬株式会社から話題提供」 

 

一般演題  

「グラム染色にまつわる症例発表・・・3 演題を予定」 

 

特別講演               

「グラム染色が役に立った症例」 

「グラム染色が役に立たなかった症例」 

「グラム染色でしくじった症例」 

  神戸市立西神戸医療センター 山本 剛 先生 

 

講演会終了後、山本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


熊本県臨床一般部門尿沈渣研修会のお知らせ 
 

日時：２０１８年１月１４日（日） 
   ９：３０～ １５：３０ 
場所：熊本保健科学大学 
 
内容 
Ⅰ．クリッカーを使用した参加型講義 
  ９：４０～１１：５０ 
  講師：熊本県臨床一般部門員 
     松岡拓也，近藤妙子，上村弘子，山本紀子， 
     小山美佐子，中山陽平，川畑小百合 
  出題：尿，髄液，体腔液，関節液，CAPD排液，BALF 
     寄生虫，精液 
     ※講師，出題内容は変更することがあります． 
 
II．尿沈渣鏡検実習 １２：５０～１５：３０ 
 
受講料：講義のみ   1,000円（※資格更新単位は出ません） 
    講義＋実習  3,500円 
※技師会未加入者は，受講料と別途に3,000円徴収します． 
※弁当希望者は，受講料と別途に600円徴収します． 
※実習の定員は80名までです． 
 
受付期間：１１月１日（水）～１月７日（日） 
※応募方法は下記のURLまたはQRコードにアクセスし，必要事項を 

 入力して「送信」を押して下さい．参加費は当日お支払い下さい．      

 
・URLからアクセス 

https://goo.gl/forms/X4XsbALh6KIKKi9H2 
 
・QRコードからアクセス 

 
※返信メールが届かない方は，@gmail.com 
 からメール受信できるように設定して下さい． 

申請中 

https://goo.gl/forms/X4XsbALh6KIKKi9H2


平成 29 年 12 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 3 回県南地区研修会開催のお知らせ 

謹啓 
 霜寒の候、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。 
さて、第 3 回県南地区研修会を下記の要領で開催します。今回の研修会は

POCT をテーマに開催しますので、ご多忙のことと存じますが、万障お繰り合

わせのうえ奮ってご参加いただきますようよろしくお願いいたします。 
なお当日は、研修会終了後に新年会を予定していますので、活発な情報交換

を行って親睦を深めていただきたいと考えております。 
つきましては、参加者把握のため、別紙用紙に研修会参加者名および新年会

への参加の有無も併せてご記入ください。なお、平成 30 年 1 月 16 日（火）ま

でに、FAX または郵送でご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。 
謹白 

 
記 

 
【日 時】平成 30 年 1 月 20 日（土）16 時～17 時 30 分 受付：15 時 40 分～ 
 
【場 所】熊本労災病院 5 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】 

 栄研化学（株） 
営業統括部マーケティング推進室 小林 隆 先生  

  『血糖測定を整理しよう！－SMBG 測定、POCT そして大型装置―』 
 

横浜労災病院中央検査部長 白井 秀明 先生  
  『POCT 対応機器・試薬の臨床への活用』 
 

＊新年会 18 時 30 分～（会費 4000 円、場所は後日ご連絡します） 



参加希望者       
 

施設名             

代表者メールアドレス       ＠            

 
氏名 新年会 氏名 新年会 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
新年会記入欄には、参加は〇、不参加は×をご記入下さい。 

 
 

◎ FAX 先 0965-53-0053（熊本労災病院中央検査部輸血室） 

   送付状は必要ありません。本用紙のみ FAX してください。  

◎ 郵送先 〒866-8533 熊本県八代市竹原町 1670  

            熊本労災病院中央検査部 柿本裕一 

 

 締め切り 平成 30 年 1 月 16 日（火） 

 

 詳細については改めてご連絡させていただきます。 



　平成30年2月～平成30年3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
2月1日 熊本市 生物化学分析部門研修会 免疫検査の再検基準についてみんなで考えよう 検体検査 専門 20
2月5日 熊本市 臨床生理部門研修会 心電図のケーススタディ 生体検査 専門 20

2月17日 熊本市 臨床微生物・遺伝子部門研修会
①グラム染色が役に立った症例
②グラム染色が役に立たなかった症例
③グラム染色でしくじった症例

検体検査 専門 20

2月17日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
未定
未定

検体検査 専門 20

2月22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 検体検査 専門 20

2月25日 熊本市 臨床生理部門研修会
①心エコー実技講習会　～初心者対象～
②腹部エコー実技講習会　～初心者対象

生体検査 専門 20

2月27日 熊本市 臨床血液部門研修会 検査技師に必要な新規経口抗凝固薬の情報と対策 検体検査 専門 20

3月18日 熊本市 平成29年度　初級・職能開発講習会

①医療情勢と今後の方向性について
②他職種連携医療で活躍する臨床検査技師
③スタッフの意識改革と組織強化への取り組み
④業務体系の改革（受動態から能動態へ）
⑤生涯教育の意義とあり方
⑥eランニング概要説明

基礎 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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