
平成 29 年度 第 10 回常務理事会 議事録 
日 時： 平成 30 年 1 月 9 日（火）18:30 ～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： 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 宮島喜文政経セミナー 2/2 増永・田中出席。初級職能開発講習会を 

九州全県を対象に開催（3/17福岡 3/18熊本）。熊臨技関係 今年度中に災害協定書は堤化学やファルコ、

SRLを窓口に今年度中に協定書の締結だけでも進める予定。 

 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）：会員名簿の発行準備 

   ・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）：くまもと医学検査発行準備 研究部門の見直し（遺伝子部門の独立） 

   ・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 30年度予算の検討 

・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備 

3、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ九州地区委員会 臨薬協賀詞交歓会 H30.1.11（木） 

福岡市 JR博多ｼﾃｨ ﾚｵﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 田中 逢坂 参加 

4、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 

5、日臨技九州支部会議 H30.2.17（土） 福岡市 八仙閣  増永・田中・松本・野中参加 

6、第 11回医療・保健・福祉連携学会  

テーマ「在宅医療を支える多職種連携」H30.2.24（土）県医師会館 13：00～ 

 基調講演 あおぞら診療所 川越 正平先生 「老いても病んでも地域で暮らし続けるために」 

 医療技術連携部会 「在宅医療における臨床検査技師の可能性」済生会熊本病院 福重翔太技師 

7、KEEP DVT検診 H30.3.10 阿蘇医療センター 3.11 益城町 テクノ及び木山仮設団地 

8、初級職能開発講習会 H30.3.18（日）山崎記念館 

9、平成 29年度 第 3回理事会 H30.3.24（土）KKR ﾎﾃﾙ 15：00～ 

10、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～ 

11、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  

12、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 

13、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 一般演題 19題（1/4現在）ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 3社募集  

ｽｨｰﾂｾﾐﾅｰ ﾒﾃﾞｨｸﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽ 

14、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) 

15、その他 

特になし 

 



＜協議事項＞ 

1、第 11回医療・保健・福祉連携学会参加及び懇親会参加について（報告事項 6参照） 

今回から懇親会は事前申し込み制となった。学会スタッフとして逢坂技師、河野技師が参加する。 

2、平成 29年度 医事功労者県知事表彰祝賀会 発起人会について（報告事項 10参照） 

常務理事が発起人として計画中。2月と3月のニュース版に参加案内を掲載する。会場等は予約済み。 

3、第 54回日臨技九州支部 医学検査学会 準備委員会 について 

 平成 31年に開催、場所は熊本保健科学大学を予定している。2月 17日の九州支部会議では開催日程

（案）だけでも連絡すべきことから、本理事会で協議を行った。その結果、大学の使用状況や他の関

連学会日程から考えて、2案（10月 26-27日、11月 16-17日）に絞った。再度、大学へ確認するとと

もに、関係団体の行事がないか確認した上、次回の理事会で調整する。また、学会の事務作業等の軽

減のためにも専門業者（コンベンションセンター等）の活用を計画する。 

4、くまもと医学検査論文印刷（抜き刷り）について 

 これまで執筆者には抜き刷りにして別冊を 30部進呈していたが、印刷会社の変更に伴い、別冊での

対応が予算的に厳しくなった。したがって今回からは製本されたもの（冊子）で進呈することとなっ

た。 

5、その他 

 学術奨励賞の対象はくまもと医学検査に掲載された論文だけでなく、臨床検査関連の学会誌に

掲載されたものも対象となる。 

 研究部門の再構成について  

   ・遺伝子部門の独立 

   ・総合管理部門の名称変更 

上記 2点について 3月の理事会で検討することとなった。 



第50回熊本県医学検査学会 進捗状況 

平成30年6月3日（日）に第50回熊本県医学検査学会が、熊本保健科学大学で開催されます。 
今回は、その準備状況についてお知らせ致します。 

ランチョンセミナー ： 3演題 

一般演題 ： 19演題  

女性部会企画 ： ピンクカフェ（キッズコーナー併設）等、企画中 

テーマ ： 臨床検査技師 新たなステージへ 

現在、学会当日のお手伝いをしていただけるスタッフを募集中です。  
皆様のご協力をお願い致します。 
     申込み先 ： 熊本中央病院   逢坂 珠美    
            下記メールにてお申込み下さい。                
       kensa@kumachu.gr.jp ※件名に“県学会スタッフ申込み”とお書きください。 

     申込み締切 ： 平成30年3月30日     

 

特別 
講演    私は大丈夫・・・と思っていませんか？ 

        ～がん検診の大切さを知ろう～（仮題） 

KKTくまもと県民テレビ アナウンサー 村上 美香先生 

スイーツ
セミナー 

 他人事ではない！？ 
 もしかしたらあなたも訴えられるかも・・・？ 

  臨床検査技師の訴訟事例について（仮題） 

メディクプランニングオフィス 久保田 雅博先生 

第50回熊本県医学検査学会 学会長 増永 純夫 

mailto:kensa@kumachu.gr.jp


                                 平成２９年１月吉日 

会 員 各位 

                       一般社団法人熊本県臨床検査技師会 

    

 

増永純夫会長の厚生労働大臣表彰、伊藤機一賞受賞並びに 

池田勝義氏の医事功労者知事表彰、福見秀夫賞受賞祝賀会について（ご案内） 

 

 

謹啓 時下 会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、当会会長増永純夫氏が長年の臨床検査領域の技術開発、向上に努力された

事、かつ後進の指導育成への功績が認められ、厚生労働大臣表彰を受賞されました。また、

一般検査領域における貢献が認められ、伊藤機一賞も受賞されました。 

また、池田勝義氏（熊本保健科学大学）を、公益事業や地域保健事業等への貢献された

事に対しまして、当会より「熊本県医事・薬事・健康づくり功労者及び優良団体等知事表

彰」の推薦を実施いたしました。さらに池田氏は臨床検査領域の発展に寄与したとのこと

で第36回福見秀雄賞も受賞されました。 

 両氏の受賞は、ご本人はもとより職場、本県技師会にとりましても大変名誉なことであ

り、心からお祝いを申し上げますと共に今後益々のご活躍を祈念しまして、下記のとおり

祝賀会を開催致しますので、ご多忙の折とは存じますが何卒多数ご出席戴きます様宜しく

お願い申し上げます。 

                                      敬白 

                                       

記 

 一、日  時 ： 平成３０年３月２４日（土）１８：００～ 

 一、場  所 ： ＫＫＲホテル 熊本 

（熊本市中央区千葉城町3-31 TEL.096-355-0121） 

 一、会  費 ： ７０００ 円 

  ＊恐れ入りますが、施設連絡責任者の方は参加者を出席表にまとめ郵送又はＦＡＸもしくは 

e-mailにより ３月１０日（土）迄に下記までご連絡下さい。 

   以上 

連絡先 ； 〒８６０－００８３ 熊本市大窪１－６－３ （一社）熊本県臨床検査技師会事務所 

      事務所 FAX  096-200-1221  

メールアドレス  kumaringi@tos.bbiq.jp  

 

発起人  田中 信次（日赤健康管理センター） 松本 珠美（熊本保健科学大学） 野中 喜久（熊本保健科学大

学） 坂口 司（済生会熊本病院） 河野 公成（熊本市役所） 逢坂 珠美（熊本中央病院） 福吉 

葉子（熊本医学部附属病院） 今田 龍市（くまもと森都総合病院） 川口 謙一（熊本赤十字病院） 

工藤 圭子（たがみクリニック） 西村 仁志（熊本大学医学部附属病院） 



         FAX 096-200-1221（熊臨技事務所） 行 

                                      

増永純夫氏ならびに池田勝義氏 表彰祝賀会 

出席票 

 

                        平成３０年   月   日 

一、日  時 ： 平成３０年３月２４日（土）１８：００～ 

一、場  所 ： ＫＫＲホテル 熊本  

          

   施設名                  電話番号              

 

   参加者 

    氏名                 氏

名                  

 

   

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

 

  

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

    

通信欄 

 

 

                ＊３月１０日（土）迄に出席者をご連絡下さい。 

 

 



【熊本県臨床検査技師会会費納入について】 

 
（一社）熊本県臨床検査技師会では、日本臨床衛生検査技師会を通じて会費納入をお願いし

ております。詳細は日臨技ホームページをご参照ください。 
 

口座振替日：平成 30 年 2 月 27 日（月曜日） 

 

１．口座振替ができる方 

 

 平成 29 年度年会費を口座振替で納入された方 

 平成 29 年度新入会、再入会の手続きを平成 30 年 1 月 10 日までに完了された方 

 平成 30 年 1 月 10 日迄に届くように｢口座登録用紙｣をご提出いただいた方で、金融機関の承認も得ら

れた方 

 

２．コンビニ支払い用紙でお支払いいただく方 

 

 「登録用紙」でコンビニ支払いを選択した方、「口座振替依頼書」未提出の方 

 「口座振替依頼書」提出済みでも、不備等により口座設定が完了していない方 

 3 月 31 日までにお支払いをお願いします。 

 

３．平成 30 年度 年会費 

 

10,000 円（日臨技年会費）+6,000 円（熊本県年会費） 計 16,000 円 

４．退会申請について 

平成 29 年度で退会を希望される方は、日臨技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

技師会にご連絡ください（次ページ参照）。 

 

 



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 27 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。 

＜各種書類の郵送先＞ 

〒143－0016 東京都大田区大森北 4-10-7   一般社団法人日本臨床衛生検査技師会   03-3768-4722 

会費納入についての問い合わせ先：〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-6 ＳＪＩビル 2F 

（株）メディクプランニングオフィス 0120-006808 
 
 
 
 
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 



平成 ２９ 年度 臨床 検 査講 習会  

（日本医師会生涯教育講座 1.5 単位、 CC:1、 2、 15） 

（日本臨床衛生検査技師会生涯教育研修 20 点）  

 

開 催 案 内 

 熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会では日常診療等における臨床検査の重要性から、医師、

看護師、臨床検査技師等の方々を対象に標記講習会を毎年開催しております。 

本講習会は日本医師会生涯教育講座・日本臨床衛生検査技師会生涯教育研修の一環として開

催いたしますので、本案内文を看護部、検査室等にもご回覧いただき貴施設より多数ご参加下

さいますようお願い申し上げます。 

 

施 設 長  様 

                             熊本県医師会長 福 田   稠 

                         熊本県臨床検査技師会長 増 永 純 夫 

 

1.日時・場所 平成 30年 3月 10日（土）午後 14時～16時 30分  

熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 1階 

2. 「チーム医療における臨床検査データの活用」 

 第１部 他職種が必要とする検査値と検査技師とは？ 

 1．「栄養管理における臨床検査データの活用」 

くまもと森都総合病院 栄養管理科     西本 初江 先生 

 2．「薬剤師から見た検査値」 

熊本労災病院 薬剤部           北森 靖隆 先生 

休憩 10分 

第２部 特別講演 

  「免疫チェックポイント阻害剤とは？  

臨床効果と機序、副作用や検査データで注意すべきこと」     

 熊本大学医学部附属病院 総合臨床研究部  宮下 梓  先生 

3.参加対象者 県下全医療施設の医師、臨床検査技師、その他 

4.申込み 

 ①参加申込  下記申込書に必要事項をご記入の上、 

熊本県医師会 〒860-8504熊本市中央区花畑町 1番 13号へ郵送又は、 

FAX（096-322-6429）でお申込み下さい。 

 ②参加費用   1人 1,000円（講習会当日ご持参下さい） 

 ③申込期限   平成 29年 3月 2日（金） 
                      キリトリ 

平成 29年度臨床検査講習会参加申込書  

施設名：                   電話番号：                        

参加者氏名 職   種 
  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
  

 

 

会 場 



熊本県医師会館　TEL096-354-3838 熊本市中央区花畑町1番13号会　場

大会長

開催日

福田　稠（熊本県医療・保健・福祉団体協議会会長 / 熊本県医師会会長）

※会員は熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体会員。
　非会員は構成団体会員以外の方です。
※当日受付にて、おつりのないようご協力ください。

会　員　2,000円
非会員　4,000円
学　生　1,000円

大会終了後、19：00より懇親会を予定しております。
会場：熊本ホテルキャッスル　11階「トゥール ド シャトー」　　　会費：6,000円

「第11回 熊本県医療・保健・福祉連携学会事務局」（熊本県医師会内）
TEL096-354-3838（担当：柴田・渡辺）

　◎市民公開講座はどなたでも無料で参加できます。

12：00 ～
13：00 ～ 13：15
13：15 ～ 14：35

受　　付
開 会 式
基調講演

17：30 ～ 18：30

分 科 会 1

分 科 会 2

18：30 ～閉 会 式

「“長寿で輝く”くまもと」の実現に向けて
熊本県健康福祉部長寿社会局

市民公開
講　　座

局長　福田　充 氏

 老いても病んでも地域で暮らし続けるために
　　～地域を一つの“バーチャル病院”ととらえる～

あおぞら診療所　院長　川越　正平 先生

（地域医療連携部会）

会員は各所属団体事務局へお申し込みください。
非会員は「第11回 熊本県医療・保健・福祉連携学会事務局」（熊本県医師会内）まで。
TEL096－354－3838  FAX096－355－6507
締切り：平成30年2月16日（金）まで

◎当日、会場の駐車場はご利用できませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

〈交通アクセス〉
●熊本市電　熊本城・市役所前　下車（徒歩2分）
●バ　　ス　市役所前　下車（徒歩2分）

休　　憩 16：00 ～ 16：10

休　　憩 17：20 ～ 17：30

14：50 ～ 16：00
 ①医療技術連携部会
　  「現状の在宅の取り組みと多職種連携をどうつなげるか」
 ②居宅支援連携部会・介護サービス連携部会
　  「在宅生活を支える専門職の役割」

16：10 ～ 17：20
 ①地域リハビリテーション連携部会
　「在宅医療を支える専門職種の取り組み」

  ②プライマリ・ケア連携部会
　「慢性期から終末期の実情と課題」

熊本県熊本県
第11回 医療・保健・福祉連携学会医療・保健・福祉連携学会

くまもとの医療・保健・福祉のネットワークくまもとの医療・保健・福祉のネットワーク

平成30年 2月24日（土）13：00～18：30
~在宅医療を支える多職種連携~~在宅医療を支える多職種連携~

参 加 費参 加 費

懇 親 会懇 親 会

申 し 込 み申 し 込 み

注 意 事 項注 意 事 項

お問い合わせお問い合わせ

プ　ロ　グ　ラ　ムプ　ロ　グ　ラ　ム

休　　憩 14：35 ～ 14：50

熊本県医師会・熊本県歯科医師会・熊本県薬剤師会・熊本県看護協会・熊本県老人保健施設協会・熊本県老人福祉施設協議会・熊本県助産師会・
熊本県栄養士会・熊本県放射線技師会・熊本県臨床検査技師会・熊本県歯科衛生士会・熊本県理学療法士協会・熊本県作業療法士会・
熊本県医療ソーシャルワーカー協会・熊本県歯科技工士会・熊本県臨床工学技士会・熊本県言語聴覚士会・熊本県介護福祉士会・熊本県社会福祉士会・
熊本県介護支援専門員協会・熊本県精神保健福祉士協会 （順不同）

熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体

主　催　熊本県医療・保健・福祉団体協議会 　　共　催　熊本地域リハビリテーション支援協議会　　後　援　熊本県、熊本市、熊本日日新聞社、朝日新聞社、
毎日新聞社熊本支局、読売新聞西部本社、西日本新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本朝日放送、くまもと県民テレビ、エフエム熊本、FM791



（　　　　　　　　　　）　FAX 　　　-　　　　-　参加申込先

参加者氏名

施　設　名

住　　　所
〒

職　種　名 所属団体名 懇　親　会

参　加　　不参加

℡（　　　　－　　　　－　　　　　）

（○をお付けください）

※熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体に所属の方は、所属団体名のご記入をお願いします。
　当日の受付は各所属団体で行います。

申し込みは平成30年2月16日（金）までにお願いします。

一般財団法人　熊本県ろう者福祉協会[協　　力]

[協賛団体]

（順不同）

熊本大学、公立大学法人熊本県立大学、熊本学園大学、九州ルーテル学院大学、熊本保健科学大学、九州看護福祉大学、崇城大学、中九州短期大学、
有明高等学校、玉名女子高等学校、熊本総合医療リハビリテーション学院、九州中央リハビリテーション学院、メディカル・カレッジ青照館、
熊本駅前看護リハビリテーション学院、熊本社会福祉専門学校、専修学校熊本ＹＭＣＡ学院、熊本市医師会看護専門学校、熊本看護専門学校、
NHO熊本医療センター附属看護学校、上天草看護専門学校、独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災看護専門学校、八代看護学校、
天草市立本渡看護専門学校、熊本歯科衛生士専門学院、熊本歯科技術専門学校、一般社団法人熊本全日病、一般社団法人熊本県医療法人協会、
日本病院会熊本県支部、公益社団法人熊本県精神科協会、熊本県高次脳機能障害検討委員会、社会福祉法人熊本県社会福祉協議会、
社会福祉法人熊本市社会福祉協議会、熊本県民生委員児童委員協議会、公益社団法人熊本県老人クラブ連合会、熊本市老人クラブ連合会

参加申込み参加申込み

第11回熊本県医療・保健・福祉連携学会は、以下の団体の協賛、協力をいただいております第11回熊本県医療・保健・福祉連携学会は、以下の団体の協賛、協力をいただいております

プライマリ・ケア連携部会居宅支援連携部会・介護サービス連携部会

医療技術連携部会

地域リハビリテーション連携部会

分　　　科　　　会分　　　科　　　会

現状の在宅の取り組みと多職種連携をどうつなげるか
「地域包括ケアシステムにおける訪問歯科診療」
　平井　淳也（熊本県歯科医師会）

「おくすり手帳を利用した多職種連携ツール
  「医療と介護の連携シート」～熊本市の3学校区での取り組み～」
　三渕　博史（熊本県薬剤師会）

「在宅における多職種連携での栄養指導の介入について」
　福島　貴子（熊本県栄養士会）

「移動型装置による院外施設での出張胸部Ⅹ線撮影の実際」
　緒方　隆昭（熊本県放射線技師会）

「在宅医療における臨床検査技師の可能性 ～下肢静脈エコー遠隔診断を経験して～」
　福重　翔太（熊本県臨床検査技師会）

「人間が立ってバランスを取るしくみ」
　池上　和宏（熊本県歯科技工士会）

「在宅血液透析での多職種連携について～臨床工学技士の立場から～」
　平田　孝志（熊本県臨床工学技士会）

現状の在宅の取り組みと多職種連携をどうつなげるか
「地域包括ケアシステムにおける訪問歯科診療」
　平井　淳也（熊本県歯科医師会）

「おくすり手帳を利用した多職種連携ツール
  「医療と介護の連携シート」～熊本市の3学校区での取り組み～」
　三渕　博史（熊本県薬剤師会）

「在宅における多職種連携での栄養指導の介入について」
　福島　貴子（熊本県栄養士会）

「移動型装置による院外施設での出張胸部Ⅹ線撮影の実際」
　緒方　隆昭（熊本県放射線技師会）

「在宅医療における臨床検査技師の可能性 ～下肢静脈エコー遠隔診断を経験して～」
　福重　翔太（熊本県臨床検査技師会）

「人間が立ってバランスを取るしくみ」
　池上　和宏（熊本県歯科技工士会）

「在宅血液透析での多職種連携について～臨床工学技士の立場から～」
　平田　孝志（熊本県臨床工学技士会）

在宅生活を支える専門職の役割
「地域包括ケアシステムと専門職の役割」
　松尾　亮爾（熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課）

「熊本県助産師会が行う養育支援家庭訪問事業より、地域連携支援を考える」
　加治美由起（熊本県助産師会）

「在宅生活を支える専門職の役割
　―住み慣れた地域で暮らし続けられるために　訪問介護の立場から―」
　小山　睦子（熊本県介護福祉士会）

在宅生活を支える専門職の役割
「地域包括ケアシステムと専門職の役割」
　松尾　亮爾（熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課）

「熊本県助産師会が行う養育支援家庭訪問事業より、地域連携支援を考える」
　加治美由起（熊本県助産師会）

「在宅生活を支える専門職の役割
　―住み慣れた地域で暮らし続けられるために　訪問介護の立場から―」
　小山　睦子（熊本県介護福祉士会）

慢性期から終末期の実情と課題
「本人の希望で在宅看取りを行ったケース」
　北川美恵子（球磨郡医師会居宅介護事業所）
「終末期に関わるチーム連携について」
　西村　洋子（訪問看護ステーションわかば）
「自分らしく最期を迎えるために～急性期病院の課題と取り組み～」
　具嶋　泰弘（済生会熊本病院）
「看取りの時期に望まれる医療とは？」
　後藤　慶次（ひまわり在宅クリニック）

慢性期から終末期の実情と課題
「本人の希望で在宅看取りを行ったケース」
　北川美恵子（球磨郡医師会居宅介護事業所）
「終末期に関わるチーム連携について」
　西村　洋子（訪問看護ステーションわかば）
「自分らしく最期を迎えるために～急性期病院の課題と取り組み～」
　具嶋　泰弘（済生会熊本病院）
「看取りの時期に望まれる医療とは？」
　後藤　慶次（ひまわり在宅クリニック）

在宅医療を支える専門職種の取り組み
「認知症初期集中支援チームの活動報告」
　新保　祐輝（熊本県老人福祉施設協議会）

「在宅医療における歯科衛生士の役割」
　藤原　裕美（熊本県歯科衛生士会）

「知られているようで、まだまだ知られてない訪問リハビリテーション」
　四海　公貴（熊本県理学療法士協会）

「生活行為向上マネジメント（MTDLP）と地域作業療法」
　藤木　昭彦（熊本県作業療法士会）

「在宅医療を支える言語聴覚士の取り組み」
　小田原　守（熊本県言語聴覚士会）

「地域移行支援における医療と地域の連携について」
　崎山　　徹（熊本県精神保健福祉士協会）

在宅医療を支える専門職種の取り組み
「認知症初期集中支援チームの活動報告」
　新保　祐輝（熊本県老人福祉施設協議会）

「在宅医療における歯科衛生士の役割」
　藤原　裕美（熊本県歯科衛生士会）

「知られているようで、まだまだ知られてない訪問リハビリテーション」
　四海　公貴（熊本県理学療法士協会）

「生活行為向上マネジメント（MTDLP）と地域作業療法」
　藤木　昭彦（熊本県作業療法士会）

「在宅医療を支える言語聴覚士の取り組み」
　小田原　守（熊本県言語聴覚士会）

「地域移行支援における医療と地域の連携について」
　崎山　　徹（熊本県精神保健福祉士協会）

「クライエントの地域生活を支えるソーシャルワーク～障がいのある方への就労支援の現場から～」
　永野　明子（熊本県社会福祉士会）

「居宅支援団体との連携の重要性について」
　橋場　紀仁（益城町区長会長）

「クライエントの地域生活を支えるソーシャルワーク～障がいのある方への就労支援の現場から～」
　永野　明子（熊本県社会福祉士会）

「居宅支援団体との連携の重要性について」
　橋場　紀仁（益城町区長会長）

 熊本県医療・保健・福祉連携学会学術単位
 熊本県医師会  ◎日本医師会生涯教育講座4単位（取得カリキュラムコード）基調講演：80在宅医療1単位　医療技術連携部会、居宅支援・介護サービス連携部会：10チーム医療1単位　地域リハビリテーショ
ン連携部会、プライマリ・ケア連携部会：13医療と介護および福祉の連携1単位　市民公開講座：12地域医療1単位　熊本県歯科医師会  ◎日本歯科医師会生涯研修事業認定研修会（研修コード：2402 全身
疾患と歯科診療1単位、2906 高齢者の歯科処置2単位、2907 訪問診療2単位）　熊本県薬剤師会  ◎基調講演、医療技術連携部会：日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度2単位　熊本県栄養士会  
◎日本栄養士会生涯教育1単位　熊本県放射線技師会  ◎公益社団法人日本診療放射線技師会　生涯教育カウント5単位　熊本県歯科衛生士会  ◎地域リハビリテーション連携部会：日本歯科衛生士会生涯研
修2単位　熊本県理学療法士協会  ◎士会指定事業　地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダー履修要件研修　熊本県作業療法士会  ◎日本作業療法士協会生涯教育基礎コース1ポイント　
熊本県社会福祉士会  ◎日本社会福祉士会新生涯研修制度　制度研修5.5時間　日本プライマリ・ケア連合学会  ◎専門医・認定医更新のための単位4.5単位　◎プライマリ・ケア認定薬剤師の認定単位3単位



平成 29 年度 第３回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ [糖尿病の代謝と栄養管理を学ぶ] 

○ 開催期日 平成 30年 3月 18日（日） 

○ 開催場所 熊本中央病院 大講堂（管理棟 3 階） 

○ 参 加 費  2,000円（29年度会費納入者は無料） 

○ 認定内容   1群（栄養士）2単位申請中 

2群（糖尿病療養指導）2単位申請中 

CDE－Kumamoto 

受  付 （8時 30分～8時 55分） 

開会の辞 （8時 55分～9時 00分） 

 

 
午前の部   (9時 00分～12時 10分) 休憩 10分を含む 

 
《講演１》 

『糖尿病患者をみる上で、知っておきたい水・電解質の基本』 
 

       国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 腎臓科  

唐原 康晴 先生 

 

※※※※※※※※  昼食（12時 10分～13時 00分）※※※※※※※※ 

 

 
午後の部      (13時 00分～16時 10分) 

 
《講演２》（13時 00分～16時 10分）休憩 10分を含む 

    

『糖尿病や生活習慣病の診療に潜む肝疾患を見落とさないために』 
       佐賀大学医学部付属病院 肝疾患センター 特任教授 

         江口有一郎  先生 

（休憩 10分） 

 
 

 

連絡事項（16時 10分～16時 20分） 

 

閉会の辞 

 

 



 

                    熊本中央病院 栄養科 上野 愛 行き 
 

 

平成 29 年度 第 3 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ『糖尿病の代謝と栄養管理を学ぶ』 

 
○ 開催期日 平成 30年 3月 18日（日） 

○ 開催場所 熊本中央病院 大講堂（管理棟 3階） 

○ 参加費  2,000円[29年度会費納入者は無料] 

○ 認定内容 1群（栄養士）2単位申請中 

     2群（糖尿病療養指導）2単位申請中 

     CDE－kumamoto 

※ 注意 昼食は、各自でご準備をお願い致します。 

※ 注意 ２群申請希望者は CDEJの番号を控えて来てください。申請に必要です。 

 

《研修会参加申し込み用紙》 
施  設  名 氏  名 電  話 

   

 

下記の[ ]内の該当する項目に○を付けてください。 

 

１．熊本県糖尿病療養指導士会の会員の有無  [会員・非会員] 

 

２．糖尿病療養指導士の資格の有無      [ある・ない] 

 

３．研修会の単位希望について        [第 1群・第 2群・CDEK・ない] 

  

４．あなたの職種について 

     [看護師・管理栄養士・栄養士・薬剤師・検査技師・理学療法士 

     ・その他（          ）] 

 

※準備の都合上、３月７日（水）までにご参加の申し込みをお願いいたします。 

下記あてに FAXにて送信してください。 

[この用紙に必要事項をご記入のうえ送信してください。送り状は不要です] 
 
            《送信先》熊本中央病院  上野 愛 宛て 

 FAX 096-370-4009  

TEL 096-370-3111（内線 1200） 



平成 30 年 1 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(免疫血清)のご案内 

 
謹啓 
 新春を迎え、お健やかな日々をお過ごしのこととお喜び申し上げます。 
さて、平成 29 年度天草地区研修会免疫血清分野のご案内を申し上げます。 
我が国の心疾患における死亡者数は年間約 20 万人と言われており、今後さらに増加する

ものと思われます。各心疾患の診断・治療法も大きく変化しており、臨床検査の分野でも

特に心筋バイオマーカー測定の有用性が注目されています。 
今回は、数多くある心筋バイオマーカーをどのように使い分け、どう考えたらいいか、

検査マーカーの意義と今後の期待について講演していただきます。 
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 2 月 22 日（木） 18 時 30 分～ 

場所：天草地域医療センター健診 2 階会議室 

講演：「心筋バイオマーカーについて」 

       講師：村上 一友先生 

（アボット ジャパン株式会社 
診療薬・機器事業部 リージョナルアカウント営業本部 

西日本営業部 TSP） 
 

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください 
天草厚生病院 松本繁美 

連絡先 Tel:0969－25－6111 



平成 30 年 1 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(生理部門)のご案内 

 
謹啓 
 会員の皆様におかれましては益々のご清栄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生理部門のご案内を申し上げます。 
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 2 月 23 日（金） 18 時 30 分～ 

場所：天草中央総合病院 2 階 第 2 会議室 

講演：「虚血性心電図について」 

       講師：一門 大典先生 

（フクダ電子株式会社） 
 

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください 
天草中央総合病院 唐田 秀司 

連絡先 Tel:0969－22－0011 
Mail：kensa@amakusa.jcho.go.jp 

mailto:kensa@amakusa.jcho.go.jp


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（再掲） 

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30年3月～平成30年5月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数

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多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業務体系の変革（受動態から能動態へ）
⑤生涯教育の意義とあり方
⑥eラーニング概要説明

基礎 20

4月未定 熊本市 輸血細胞部門研修会 メーカー勉強会 検体検査 専門 20
4月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 血液検査の基礎　～血液検査Ｑ＆Ａ、ピットフォール～ 検体検査 専門 20
4月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿検査について 検体検査 専門 20
4月19日 熊本市 生物化学分析部門研修会 血液ガス　～基礎コース～ 検体検査 専門 20

4月26日 熊本市 病理細胞部門研修会 Curebest
TM
 95BC

 
Breastについて 検体検査 専門 20

5月未定 熊本市 遺伝子部門研修会 遺伝子検査（初心者編） 検体検査 専門 20
5月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 心電図の基礎 生体検査 専門 20
5月未定 熊本市 輸血細胞部門研修会 輸血検査（血液型・交差適合試験） 検体検査 専門 20
5月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 血液検査基礎（２級・認定試験対策） 検体検査 専門 20

5・6月未定 熊本市 臨床微生物部門研修会 耐性菌 検体検査 専門 20

5月10日 熊本市 臨床一般部門研修会
①尿沈渣の基礎
②尿沈渣フォトサーベイ解説

検体検査 専門 20

5月17日 熊本市 生物化学分析部門研修会 血液ガス　～応用コース～ 検体検査 専門 20
5月24日 熊本市 病理細胞部門研修会 第１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
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