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2019 年度 日臨技九州支部医学検査学会（第５４回のお知らせ） 

熊本県臨床検査技師会の皆さんこんにちは。 

九州学会準備は少しずつ進んでいます。現在は会長以下常務理事が中心にアウトラインを固めているとこ

ろです。 

現時点では次のように分担しています。 

 総務（野中喜久） ： 学術（今田龍市、大塚幸二、井島廣子、竹内保統） ： 広報（富田文子） 

 展示・施設（西村仁志、逢坂珠美） ： 会計（田上さやか） 

 

現在のところ、月 1 回の会議のほか、学会へ向けてのいろいろな書類整備、情報収集、企画が主です。 

文化講演をどなたにお願いするかで悩んでいます。ご提案などありましたらお待ちしています。 

２０１９年になりましたら、各部でもう少しスタッフが必要になるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。    

         （文責 松本） 

 

  

 

～検体検査の精度管理に係る「精度管理責任者」に 求められる役割を学ぼう～  

 

検体検査の精度に係る責任者としての基本的な知識を習得するため、インターネットを利用した通

信形式(ｅラーニング)の講習会が日臨技ホームページにて開始されました。ぜひご活用ください。 

【対象】 日臨技会員  

【システム使用料】  750 円／月  （会員） 

【受講料】  0 円／月  （会員） 

【募集期間】 平成 30 年 10 月～ 

【講習期間】 期間を定めない 

【申し込み方法】 日臨技ホームページ会員専用サイト 

専用バナー「精度管理責任者」育成講習会より申込み   

URL：https://www.jamt.or.jp/  

・システム使用料のお支払いはクレジット決済のみ（ＪＣＢ以外）です。 

・ｅラーニングを申込む場合は、個人のアドレスが必要となります。 

共有アドレスを登録している場合、個人アドレスに変更してください。 他の会員が既に該当のメ

ールアドレスで登録している場合、同一のメールアドレスでは、ログインできませんのでご注意

ください。  

※ 詳細は日臨技ホームページでご確認ください。 

 

 

●九州医学検査学会通信 vol.5 

● 「精度管理責任者」育成講習会のご案内 



当会への入退会・会員登録内容の変更等につきましては日臨技ホームページをご覧下さい。 
本ニュース版の内容、部数不足、未着等については事務所、広報部までお問い合わせ下さい。 

 

● 熊臨技ＨＰの求人情報 

熊臨技ＨＰの求人情報は毎月更新されています。お知り合いの方で求職されている方がおられましたら、 

ホームページを活用して頂くようお勧め下さい。 

※ 異動が生じた場合の事務手続きは会員自ら行って下さい。これは会員の義務です 

 

 

 

総務部： 熊本保健科学大学内 

TEL:096-275-2268 

FAX : 096-245-3172 

         担当：野中 喜久  E-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp 

    広報部： 済生会熊本病院  中央検査部 

          TEL：096-351-8000（内線 2052） 

FAX：096-351-8780 

          担当 ：富田 文子 E-mail：ayako-tomita@saiseikaikumamoto.jp 

事務所：〒860－0083  熊本市北区大窪 1 丁目６番３号     

TEL：096‐324‐8477 

FAX：096‐200‐1221 

           E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp     

    技師会ホームページ:http://kuma-amt.or.jp/ 

mailto:kumaringi@tos.bbiq.jp
http://kuma-amt.or.jp/


平成 30 年度 第 8 回熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録 
 

日 時： 平成 30年 11月 13日（火）19：00 ～21:00 

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： 田中、松本、福吉、今田、逢坂、西村、野中、大塚、富田、井島、竹内、田上 

欠席者： なし 
 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技関係 賀詞交歓会開催（1/25）  

熊臨技関係 第 3回理事会、施設連絡責任者会議報告 

 2、各部報告 

   ・総務（野中）：日臨技及び他団体等との連絡、会員動向  

   ・広報（冨田）：ニュース版の発行･発送 次年度のニュース版表紙（私のペットシリーズ）原稿依頼。      

   ・組織（竹内）：会員名簿発行準備 １次校正中。12月号ニュース版とともに配布。   

   ・渉法（逢坂）：次年度賛助会員･発行誌広告募集に向けて事業計画と予算案等の準備。 

   ・事業（井島）：精度管理調査進捗状況 現在解析中で 1月に報告書作成。報告会開催のお知らせを 

12月と 1月のニュース版で行う。 

   ・学術（今田）：「くまもと医学検査」発行準備 

   ・生涯教育（大塚）：生涯教育研修会等の開催・参加登録  

   ・経理（田上）：通常経理報告、次年度予算案作成 

・特別事業（西村）：特記事項なし 

 3、検体採取等に関する厚労省指定講習会受講促進   

2019年 2月 23-24日（福岡） なお、次年度の開催は 1回のみで、徐々に集約されていく予定。 

 4、熊本県歯科衛生士会から高齢者に対する口腔ケア・訪問歯科衛生士等の研修会講師依頼 

日程： ①2018年 10月 14日（日）14時～15時 （熊本市歯科医師会）終了             

②2018年 11月 18日（日）14時～15時 （天草） 

 5、市民健康フェスティバル（2018年 10月 21日（熊本市総合体育館） 

    参加者：血管年齢 約 500名、肝炎コーディネーター相談 125名、職業紹介 20名 

    職業紹介で大学パンフも用意すべきであった（次年度以降、検討する）。 

6、検査と健康展：2018年 11月 17日（土）イオンモール熊本 スタッフ集合 9時 
7、認知症研修会：2018年 11月 17-18日 熊大山﨑記念館 

日臨技の特別補助金対象事業としては今年度が最後。18名申込 

8、熊本シティ FM「健康サロン」（12/19 ｱﾙｺｰﾙ遺伝子：笹田技師、12/26 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ：逢坂理事）  

9、2018年度プロモーション地区会 九州地区：2019年 1月 17日（木）JR博多  

田中、福吉、逢坂、西村参加予定。 

10、熊本県技師会リーダー育成研修会  2019年 1月 20日 部門長会議で案内し、参加者を募る。 

  11、賀詞交歓会：2019年 1月 25日（金）18時～ 東京  田中参加予定 

 12、医保福連携学会：2019年 2月 24日（日） テーマが決定次第、演者募集 

 13、県知事表彰推薦：山住浩介技師（公立玉名中央病院）、工藤圭子技師（たがみクリニック） 

    推薦書類等を送付済み。12月中には決定し、その後 3月に祝賀会を開催する予定。 

 



 14、その他 

・編集委員会（ホームページ担当）では HPの見直しを検討している。スマホ版や研修会等の Web申し

込み対応可能となるようにしたい。業者との話し合い中。  

〈協議事項〉 

1、医療法改正対策セミナー開催について 

  精度管理調査報告会（2019 年 2 月）と臨床検査講習会（2019 年 3 月）でセミナーを計画している。

少なくとも後者では具体的な話が出来るように準備していく。 

2、その他 

 九州臨床検査品質保証研究会から「法改正対策精度管理セミナー in 熊本」の後援依頼があった。

12 月から 7 回に渡って標準作業書や台帳の書き方などを中心にセミナーを計画されている。熊臨技

としてはセミナー内容には問題はないが、開催日時が迫っていることや案内方法について確認の必

要があるとの意見があり、担当の池田技師（熊保大）ともう一度確認の上、会員へ案内をすること

となった。 

 一部の常務理事において、熊臨技業務の負担が著しく本来の業務に支障が出ている様子。業務内容

や副常務理事の在り方を見直すべきとの意見があった。今後、検討していく。 

 

以上 



平成 30 年 11 月吉日 
会員各位 

熊本県ニューリーダー育成研修会担当 
                   熊本中央病院   逢坂 珠美  

                
 

熊本県ニューリーダー育成研修会のご案内 
 

 
この度、日臨技及び都道府県技師会の組織活性化、組織強化事業の一環として、次世代の人材育成を

テーマとした研修会を企画いたしました。 
我々を取り巻く状況や、今後の日臨技事業や活動について共有をはかり、目まぐるしく変化する医療

情勢の環境分析、課題解決力、計画立案方法などを身につけ、技師会活動の要となる求心力のある次

世代リーダーを育成することを目的としています。コーチングセミナーでは、今後リーダーを目指す

方々にとって必要なスキル、スタッフ 1 人 1 人の個性や価値観を尊重し、主体性を引き出すコミュニ

ケーションスキルおよび会議の進め方などの技法を学びます。ぜひ、多くの方々の参加をお願い致し

ます。 
 

 
【日 時】  2019 年 1 月 20 日（日） 9：20～16：00 

 
【場 所】  熊本保健科学大学 講義室 

 
 【募集人数】 20～30 名程度 
 
 【受講対象者】熊本県臨床検査技師会会員であること 
             年齢は問わないが、臨床検査技師として中堅以上の経験を有するもの 

研修や後輩指導に携わる方など 
    
【受講料】  1000 円 

 
  内 容 (予定) 

9：20 〜 9：35  受付 
9：35 〜 9：45  オリエンテーション/開講式 

9：45 〜10：45  日臨技、都道府県技師会の事業活動について   日臨技講師 未定 

11：00 〜12：00  臨床検査技師の進むべき未来と次世代のリーダーに求めるもの 

日臨技講師 未定 

12：00 〜 13：00   昼食（各自でご用意ください） 
13：00 〜 15：50   コーチングセミナー（ファシリテーター型リーダーシップ） 

        ファシリテーター＝「うながす人」を指す。発想やコミュニケーション、行動をう

ながす・・など様々な「うながすスキル」を学ぶ。質問のスキル、傾聴のスキル、

承認のスキル、会議の進め方などロールプレイを取り入れて技法を学ぶ。 

                    講師 LifeScan Japan株式会社 鈴木 孝先生 

15：50 〜 16：00   閉講式 
 
  【申込み方法】 
   施設名・氏名・連絡先（E-mail もしくは電話番号）を明記のうえ E-mail にてお申込み下さい。 
 
  【申込み・問い合わせ】 
    E-mail keiji-tanoue@saiseikaikumamoto.jp                           

済生会熊本病院 田上 圭二（TEL：096-351-8000 内線 8246） 



平成 30 年度 熊本県臨床検査精度管理調査報告会 

〜 開 催 案 内 〜 

主 催：公益社団法人 熊本県医師会、一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

日 時：2019 年２月 9 日（土）13:00 ～ 17:30 

会 場：熊本県医師会館 ２階 大ホール 

 

総合司会 井島廣子（熊臨技 事業部長） 

  ◆開会挨拶                  熊本県医師会 会長 福田 稠 

 

  ◆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 

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

  ◆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） 

                           正木孝幸 先生（精度管理専門委員） 

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

  ◆平成 30 年度精度管理調査報告                 

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

  (2) 染色体・遺伝子部門アンケート報告        笹田景子（熊本大学医学部附属病院） 

  (3) 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） 

  (4) 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） 

  (5) 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） 

  (6) 病理細胞部門解析報告 

病理細胞フォトサーベイ           遠山亮佐（くまもと新都病院） 

  (7) 臨床生理部門解析報告 

      心電図・肺機能・筋電図 

          各超音波画像サーベイ               吉田健一（熊本労災病院） 

  (8) 生物化学分析部門解析報告                         

生化学・免疫血清・HbA1c 検査     山内露子（熊本大学医学部附属病院） 

  (9) 臨床一般部門解析報告                         

尿検査・フォトサーベイ       中山陽平（熊本中央病院） 

                  

  ◆特別講演「社会から求められる臨床検査品質保証の姿−法改正の意味−」 

                 講師 池田勝義 先生（熊本保健科学大学 大学院保健科学研究科 

                  保健科学部 医学検査学科） 

                 座長 田中信次   （熊本県臨床検査技師会 会長） 

 

  ◆閉会挨拶                       熊本県臨床検査技師会 副会長 福吉葉子 
 



検査と健康展 2018 開催報告 
去る 11 月 17 日（土）に嘉島町にあるイオンモール熊本の 2 階中央ブリッジ前イベント

スペースにて日臨技・熊臨技主催の検査と健康展が行われました。今回は従来の健康チェッ

ク（骨密度測定、血管年齢測定、体組成測定）のほか、乳がん検診啓発コーナー、肝炎コー

ディネーターによる肝炎コーナーが行われました。このコーナーでは実際に乳がんのモデル

や肝臓の模型を触って感じていただくことから人気のコーナーとなりました。延べ受診者

675 名の来場がありました。来場者には日臨技作成の検査技師の仕事がわかるリーフレット

を配布することができ、おおいに臨床検査技師会の PR ができました。来場者の中には子供

連れのご夫婦や若いカップルも来られ、健康志向の高さがうかがえました。今回の検査と健

康展も大きなトラブルもなく終了しました。出動していただいた会員のみなさまご協力あり

がとうございました。今回配布しましたリーフレットの内容は日臨技のホームページでもご

覧になれます。                     （文責  田中 信次） 
出動者名  
手蓑京美（谷田病院） 久原春代（熊本保健科学大学） 小郷美紀生（済生会みすみ病院）  
前本明子（公立玉名中央病院） 増永純夫（自宅会員） 今田龍一（くまもと森都病院） 
逢坂珠美（熊本中央病院） 野中喜久（熊本保健科学大学） 福吉葉子（熊大中央検査部） 
松本珠美（熊本保健科学大学）田中信次（日赤熊本健康管理センター） 
 
受診者数 延べ受診者 675 名 
     血管年齢測定 282 名 骨密度測定 100 名 体組成測定 88 名 
     乳がんコーナー113 名 肝炎コーナー92 名 



平成 30 年度熊本市民健康フェスティバル活動報告 
                           渉外法規部 逢坂珠美 
                            
熊本地震以降、開催が中断されていた熊本市民健康フェスティバルが 10 月 21 日、2 年ぶりに開催

されました。しかしご承知のとおり今回から熊本市の予算が大幅に削減されるため、規模を縮小せ

ざるを得ず、これまでの 2 日間開催を 1 日のみの開催とし、会場も熊本市総合体育館の大体育室の

みとなりました。当技師会は、血管年齢測定、肝炎コーディネーターによる啓蒙・相談、臨床検査

技師職業紹介コーナーの 3 ブースを設け、15 名のスタッフに出動頂きました。どのコーナーも盛況

で何よりでした。ご協力頂いた皆様に感謝いたします。 
 
日 時：平成 30 年 10 月 21 日（日）10：00～16：00 
会 場：熊本市総合体育館 大体育室 
来場者数：①血管年齢測定検査 約 500 名 
     ②肝炎コーディネーターによる啓蒙・相談 125 名 

③臨床検査技師職業紹介 約 20 名 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【出動者】 



受付・誘導  逢坂 珠美（熊本中央病院）    増永 純夫 

血管年齢測定 新屋敷 紀美代（熊本第一病院）  小山 美佐子（熊本中央病院） 

       酒見 祐子（熊本市民病院）    野中 喜久（熊本保健科学大学） 

       野田 久美子（御幸病院）     村尾 実緒子(日赤健康管理センター) 

       大坪 茅優（日赤健康管理センター）長井 泉（熊本機能病院） 

肝炎コーディネーターによる啓蒙・相談 

       小郷 美紀生（済生会みすみ病院） 今田 龍市（くまもと森都病院） 

       氏原  亜紀（済生会熊本病院）   赤星 佑喜(済生会熊本病院)  
臨床検査技師職業紹介 田中 信次（日赤健康管理センター）     



九州臨床検査品質保証研究会（臨床化学会九州支部・熊本県臨床検査技師会との共催） 
 

法改正対策精度管理セミナー in 熊本 

－1 から作ろう 標準作業書と台帳－ 
 
臨床検査の品質保証を明確にするための法改正が本年 12 月 1 日に施行されます。 
すべての医療機関の検査室は、標準作業書及び作業日誌又は台帳を整備しておくことが求

められます。この内容は行政の医療機関立入検査のときに監査され、問題があれば指摘事

項として是正が法的に求められることになります。 
 
本研究会では、法改正に伴う院内検査室の精度管理体制支援を目的としたセミナーを行い

ます。これまで作ったことが無い、作っているがこれでよいかどうかわからない、基本的

に精度管理スキルを身に付けたいなど、初級者向けの内容で進めてまいります。実際に作

って行きながら添削などを繰り返して、整備を進めていただく一助となれば幸いです。 
参加希望の方は、メールにて申し込みをしてください。 
 
第 1 回 2019 年 1 月 15 日（火）  測定標準作業書の意味と書き方 
第 2 回 2019 年 2 月 19 日（火）  検査機器保守管理標準作業書および日誌 
第 3 回 2019 年 3 月 19 日（火）  試薬管理と台帳、日常検査の測定作業日誌 
第 4 回 2019 年 4 月 16 日（火）   内部精度管理とその台帳 
第 5 回 2019 年 5 月 14 日（火）  外部精度管理とその台帳 

2019 年 6 月 以降    病棟・外来における POCT の管理 
 
開催時間： いずれも 18 時 30 分～20 時 00 分 
           （日程は諸般の事情で変更する可能性があることをご理解ください。） 

開催場所： 熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 
担 当 ： 熊臨技学術各部門および認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 
参加費 ： 資料代として 1,000 円（5 回分、用紙代など、途中で払い戻しはいたしません。） 

参加人数： 40 名程度（申込先着順、申込み多数の場合は施設から 1 名程度とお願いする可能性があります。） 
           （申し込み多数の場合は、継続的開催も検討いたします。） 

 

申込先 ： 熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 池田勝義 
      E-mail : ikeda@kumamoto-hsu.ac.jp 
            TEL : 096-275-2122（講義・実習中は応答できません。メールが確実です。） 

mailto:ikeda@kumamoto-hsu.ac.jp


会員各位                                    平成 30 年 11 月吉日 

日臨技九州支部卒後研修会『第 30 回血液検査研修会』のご案内 

テーマ：『検査データを読み解く～血液診断の第一歩～』 
主 催：(一社) 日本臨床衛生検査技師会九州支部 担 当：(公社) 大分県臨床検査技師会臨床血液部門 

会 期：平成 30 年 1 月 26 日(土) 12：20～17：10   27 日(日) 9：00～13：00 
会 場：日本文理大学医療専門学校 
参加資格：(一社) 日本臨床衛生検査技師会会員 
募集人数：100 名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。 
参加費：9000 円(実習、テキスト、資料等を含む)   ※宿泊の手配は各自でお願いします。 
情報交換会：ホルトガーデン 時間 19:00～ 会費 4500 円 
申込方法：日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)より申し込んでください。 
※当日、会場までのバスを運行します。バス利用の有無A～Dを必ずご回答ください。 

    1 日目：1/26  A 大分駅→文理大(11:00 出発予定)、B 文理大→大分駅(17:35 出発予定) 
       2 日目：1/27  C 大分駅→文理大(7:50 出発予定)、D 文理大→大分駅(13:10 出発予定) 

申込・入金締切：平成 30 年 12 月 7 日(金)  
  ※情報交換会参加の方は参加費と合わせて 13500 円ご入金ください。 

入 金 先：べっぷ日出農業協同組合 別府石垣支店 口座番号：0130869 
     口座名：血液卒後研修会大分 会計 曽我 泰裕 
  ※振込の際はJAまたは農業協同組合を選び、名前でべっぷ日出農業協同組合を検索してください。 

※日臨技 HP より申し込みできない方は、下記宛てにメールでお問合せください。 
問合先：大分大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門 財前 一貴 Mail：kazuki0122@oita-u.ac.jp 

 
≪プログラム≫ 

 

【1 日目】 1 月 26 日（土） 12：20～17：10 

12：00～12：20   受付 (日本文理大学医療専門学校) 

12：20～12：40   開講式 オリエンテーション       

12：40～14：40   鏡検実習 ８症例 

15：00～17：10   症例解説 

19：00～      情報交換会（於 Horuto Garden ） 研修会場→大分駅までは送迎バスで移動します。 
 

【2 日目】 1 月 27 日（日） 9：00～13：00 

8：45～ 9：00    受付 (日本文理大学 22 号館 菅記念講堂)                                           

9：00～11：40    学術教育講演   座長：津田 勉 熊本赤十字病院 SRL 検査 

講演Ⅰ『血液形態像の実践的判読法から報告まで』 講師：牟田 正一技師 国立病院機構別府医療センター 

講演Ⅱ『生化学データから血液疾患を想像する』  講師：濱野 貴磨 技師 長門莫記念会 長門記念病院 

講演Ⅲ『フローサイトの実践的な読み方（仮）』   講師：渕上 麻衣 技師  長崎大学病院 

11：45～12：45   特別講演  座長：水永 正一 技師  大分大学医学部附属病院 

『貧血をみたら、どのように考える？』 講師：大塚 英一 先生  大分県立病院 血液内科 部長 

12：45～13：00    閉講式                              
 

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


会員各位                           平成 31 年 1 月吉日 
臨床一般部門 

部門長  中山 陽平 
 

平成 30 年度日臨技九州支部一般検査研修会  

九州卒後教育セミナー開催のご案内 

  
謹啓 
会員の皆様におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 
この度、「平成 30 年度日臨技九州支部一般検査研修会 九州卒後教育セミナー」を開催い

たします。今回は、メインテーマを『極めよう一般検査～基礎から応用まで～』と題しま

して、一般検査から臨床の現場へさらなる有益な検査情報を発信出来る技師へのステップ

アップの足がかりとなるような講演及び実習を企画いたしました。皆様方の参加を心から

お待ち申し上げます。 
謹白 

記 
メインテーマ 『極めよう一般検査～基礎から応用まで～』 
日時：平成 31 年 1 月 26 日（土）12:30～17:10 

1 月 27 日（日）9:00～12:00 
会場：熊本保健科学大学 

【募集人員】  80 名（定員になり次第締め切ります。） 
【受講料】   会員：7，000 円 非会員：10，000 円  

※宿泊の手配は各自でお願いします。 
【情報交換会】 １日目の講義終了後、情報交換会（4，000 円）を予定しています。 

多数の皆様方の参加をお待ちしています。 
【申し込み方法】 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）事業参加申し込みより 

申し込んで下さい。※非会員の方は下記のアドレスにご連絡ください。 
【申し込み締め切り】平成 31 年 1 月 12 日 (土) 
【入金締め切り】  平成 31 年 1 月 12 日（土） 

※登録時のメールに記載された口座に入金して下さい。 
※情報交換会参加の方は、受講料に情報交換会費を含めて入金下さい。 

 
【問い合わせ先】国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 中山 陽平 
           TEL：096‐370‐3111（内線 2506） Mail：kensa@kumachu.gr.jp 

http://www.jamt.or.jp）の会員専用ページより入


平成 30 年 11 月吉日 
平成 30年度日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会のご案内 

  

テーマ【 法改正に伴い臨床検査技師の対応力を養う 】 
 

主催：一般社団法人 日本臨床検査技師会 九州支部 

担当：一般社団法人 長崎県臨床検査技師会 臨床検査総合部門 

日時：平成 31年 2月 11日（月）9：30～15:40 

会場：長崎大学医学部 良順会館 〒852-8523 長崎県長崎市坂本 1丁目 12番 4号 

[募集人員] 50名  ※定員になり次第締め切ります。 

[受 講 料] 3,000円 (資料含む) 

[申込方法] 日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録より 

[締め切り] 平成 31年 1月 20日（日） ※定員になり次第締め切ります 

[参 加 費] 参加当日、受付時に徴収致します 

[問合せ先]  社会医療法人 春回会 井上病院  伴 美穂子 

      TEL: 095-844-1339   e-mail: ban@shunkaikai.jp 

※ 会員証での受付となりますので、必ず会員証をご持参してください。 

【プログラム】 

 

9:30～ 受付    (総合司会) 伴 美穂子(長崎県臨床検査総合部門長) 

10:00～10:15 開会の挨拶   佐藤 元恭(日臨技九州支部 支部長) 

                 佐々木 高太郎(日臨技九州支部臨床検査総合部門長) 

10:15～11:45 「各部門における法改正への実際の対応」座長：小山 宣輝 (福岡県臨床検査総合部門長)   

② 一般部門(30分)  大分赤十字病院 山下 広光 (大分県臨床検査総合部門長)  

②血液部門(30分) 国立病院機構長崎医療センター 井田 博之 副技師長 

③生化学・免疫部門(30分)   佐世保中央病院 安東 摩利子 技師 

11:55～12:40 ランチョンセミナー 

12:50～14:20  「各部門における法改正への実際の対応」座長：西村 仁志 (熊本県臨床検査総合部門長)  

③ 微生物・遺伝子部門(30分)長崎大学病院   松田 淳一 副技師長 

④ 輸血部門(30分)    国立病院機構長崎医療センター 山口 大輔 主任 

⑤ 病理部門(30分)      佐世保中央病院  片渕 直 係長 

14:30～15:30   特別講演        座長： 佐々木 高太郎 (日臨技九州支部臨床検査総合部門長)  

「臨床検査の品質確保 ～医療法・臨検法の改正を受けて～」  

佐世保中央病院 丸田 秀夫 (日臨技常務理事) 

15:30～15:40 閉会の挨拶  田中 康弘（宮崎県臨床検査総合部門長） 

            伴 美穂子（長崎県臨床検査総合部門長） 

修了証書授与 

https://gr.kuh.kumamoto-u.ac.jp/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/exchange_history?aid=3748&cid=7443&mid=86723&email=%3Cban%40shunkaikai.jp%3E&sf=


   「第 54 回全国糖尿病週間行事における一般市民の医療相談」活動報告 
 

       日時：平成 30 年 11 月 11 日（日曜日）10:00〜19:00 

       場所：鶴屋百貨店本館 1 階サテライトスタジオ 

       主催：日本糖尿病学会及び日本糖尿病協会 熊本県糖尿病協会 

 

 この度、全国糖尿病週間事業における行事として、熊本市会場では、一般市民に対する糖尿

病治療（早期発見・早期治療）における医療相談を開催しました。会場を訪れた一般市民の方々

を対象に血糖測定（臨床検査技師・看護師）、糖尿病医学相談（専門医）、薬剤相談（薬剤師）、

栄養相談（管理栄養士）を行いました。 

 私たち臨床検査技師は血糖測定を担当し、血糖値の説明、血糖値の高い方は専門医による医

学相談へと誘導しました。今年は初めての試み

として、専門医による糖尿病医学相談の時に

HbA1ｃの測定を導入しました。糖尿病の早期発

見につながったと思います。 

 毎年行っている行事ですが、年々、一般市民

の方々の健康に対する認識が高まっていると感

じました。 

 

 

 

 

 

出動者：臨床検査技師（糖尿病療養指導士）12 名          

 今田龍市（くまもと森都総合病院）       光本尚美（熊本大学付属病院） 

 徳永好美（熊本機能病院）           岩木由紀子（大塚医院） 

 山本義成（もりの木クリニック）        前田美由紀（とだか内科クリニック） 

 井島廣子（陣内病院）             薗田淑美（荒瀬病院） 

 宮前美紀（熊本中央病院）           森山希倫子（十善病院） 

 萩尾美恵（菊池郡医師会立病院）        手蓑京美（谷田病院） 

順不同    

 

                       文責   谷田病院 手蓑京美 



12 月 研修会のお知らせ 

 
必ず会員カードを持参下さい          指定なき場合、参加費は無料です。（但し会員のみ） 

※非会員は 3,000 円です 

 

12月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

臨床微生物部門研修会 

専門-20 

 

連絡先：0969-24-4111 

天草地域医療センター 

磯崎 将博 

平成 30年 12月 1日（土） 

14：00～17：00 

 

熊本大学医学部付属病院 

医学教育図書棟 

3階第 3講義室 

第 2回臨床微生物部門講演会 

特別講演 

臨床微生物検査の最新トピックス 2018 

 

講師：大楠 清文先生 

東京医科大学 微生物講座 

臨床微生物部門研修会 

専門-20 

 

連絡先：0969-24-4111 

天草地域医療センター 

磯崎 将博 

平成 30年 12月 15日（土） 

9：00～16：00 

 

 

熊本保健科学大学 1305実習室 

第 3回臨床微生物遺伝子実技講習会 

 

大腸菌 POT法 

核酸クロマト 

その他 

 



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

月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数

1月20日 熊本市 熊本県ニューリーダー育成研修会 組織活動 専門 20

1月24日 熊本市 病理細胞部門研修会 講演会 検体検査 専門 20

2月14日 熊本市 病理細胞部門研修会 サーベイ結果報告会 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3,000円といたします。

平成31年1月～平成31年2月



12月の月間行事予定 

 

12月 1日（土）第 2回臨床微生物部門講演会 

        九州支部第 4回遺伝子部門研修会 

12月 8日（土）第 2回臨床微生物部門意見交換会 

       第 17回未病臨床検査セミナー 

12月 11日（火）常務理事会 

12月 15日（土）第 3回臨床微生物遺伝子実技講習会 

12月 31日（月）熊本県医学検査学会演題募集締切 
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