
平成 29 年度 第 11 回常務理事会 議事録 
日 時： 平成 30 年 2 月 13 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；日臨技・九州支部関係：2/3 に全国幹事会が開催され、今後はがんゲノム医療へ検

査技師が参画したい。医専連関係：次年度の健康フェスティバルは 1 日開催として計画する。また

医専連シンポジウムは言語聴覚士協会が担当。熊臨技関係：都臨技より熊本地震義捐金を拝受。 

 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 30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 2/3（土）181名参加。 臨床検査講習会 3/10（土） 

 ・学術（今田）：平成 29年度くまもと医学検査発刊準備、研究部門の一部見直しについて  

 ・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）：平成 29 年度認知症対応力向上講習会Ｂ 1.27（土）28（日）30 名参加。次

年度も実施する予定。 

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

4、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 

当日スタッフ：逢坂・河野  準備集合 10:00 

5、KEEP DVT検診 H30.3.10（土）阿蘇医療センター  

3.11（日）益城町 テクノ及び木山仮設団地 

  熊臨技会員出動は 3/11のみ 下肢エコーと採血 合わせて 8名参加予定 

6、初級職能開発講習会 H30.3.18（日）山崎記念館 1階ホール 8：30受付開始 9：00～15：30 

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

8、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～ 

9、熊本地震シンポジウム 2017 H30.4/22（日） 熊本市医師会館  

10、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 事前受付 2/1～ 

11、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 

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 H30.6.3 （日） 

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 一般演題 22題 

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 



13、第 53回日臨技九州支部 医学検査学会 担当県 大分 ﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ H30.10/7・8 

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 

＜協議事項＞ 

1、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 

 3/24 KKRホテルを予約済み。詳細は後日メール配信する。 

2、第 54回日臨技九州支部 医学検査学会 について（日程 テーマなど） 

 2/17の九州支部幹事会で日程やテーマを報告する予定。熊保大を使用する予定だが、施設使用

の確約が取れていない。よって、10月～11月中旬に開催予定で案内をする。また、学会テーマを

ニュース版で会員に募集する。 

3、平成 30年度事業計画案、予算案について 

 メールにて確認済み。3/24の理事会に提出する。 

4、その他 

 精度管理調査で D 判定となった施設への対応を協議した。D 判定となった 35 施設の多くはク

リニックや診療所など検査技師が不在の施設も多い。また、精度保証研修会アンケート調査で

病院での研修要望もあったことから、技師会として何らかの対応をすべきではないかとの意見

があった。研修依頼が一部の施設に集中し、通常業務にも支障が出ていることもあり、人材の

育成の面からも技師会として現状把握のためのアンケート調査を行うこととなった。 

 

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 



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（再掲） 

 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 



平 29 年度熊臨技女性部会活動報告および平成 30 年度計画について 

（一社）熊本県臨床検査技師会 女性部会 

【平成 29 年度活動報告】 

 １．第 49 回熊本県医学検査学会（ピンクカフェ、キッズコーナー、乳がん検診啓発） 

  報告１ ピンクカフェにお立ち寄り頂いた会員の皆様からのアンケート回答結果  

  １）回答者数 53 名 

  ２）学会での託児所施設 

   ・必要(48) いらない( 0 ) どちらともいえない ( 5 ) 

   ・自由記載（託児所はあれば助かる人もいると思うが預かるにあたっては安全に配慮が必要）  

  ３）今回の女性部会の企画 

   ・よい(53)  

   ・自由記載（今回は初めてだったので、回を重ねるうちにあたりまえの企画になることを願う） 

  ４）仕事への復帰の際、障害や不安だったことはなんですか（自由記載の集計） 

   ・育児と仕事の両立（７）＊保育園がみつかるか、急病の対応等 

   ・休職中のスキル低下（４） 

   ・職場の理解（２）＊早く帰る事での人間関係、勤務時間等 

   ・介護をしながらの勤務への不安    

   ・求人で技師は必要とされているが、どこに尋ねてよいかわからない 

  ５）熊臨技への要望（自由記載）    

   ＊熊臨技全体に関わる要望は常務理事会へ提出しています。 

   ＊ピンクカフェ、キッズコーナーはいいと思いますとの感想を頂きました。 

   ＊ピンクリボングッズの物品販売を希望します（2 名）との感想もありました。 

  報告２ キッズコーナー利用者数（7 名） 

  

２．平成 29 年度 全国「検査と健康展」（平成 29 年 11 月 19 日 イオンモール熊本） 

   上益城郡所属施設の女性技師に呼びかけ、実務委員として参加してもらった 

    

【平成３０年度活動計画】 

 １．第 50 回熊本県医学検査学会（平成 30 年 6 月 3 日、熊本保健科学大学） 

 第 49 回の経験を踏まえ、ピンクカフェ、キッズコーナー、乳がん検診啓発を実施予定 

 ２．熊本市民健康フェスティバルでの乳がん検診啓発 

 ３．平成 30 年度全国検査と健康展での乳がん検診啓発           以上 

  出動者一覧     

氏名 施設名 氏名 施設名  

新屋敷 紀美代 熊本第一病院 手蓑 京美 谷田病院 上益城郡施設 

小郷 美紀生 済生会 みすみ病院  牟田 英恵 谷田病院 〃 

増永 純夫 熊本中央病院 宮原 瑞恵 さくら病院 〃 

久原 春代 熊本保健科学大学 井手 絹代 矢部広域病院 〃 

今田 龍市 くまもと森都総合病院  岩山 知比呂 谷田病院 〃 

野中 喜久 熊本保健科学大学 中潟 順子 熊本回生会病院 〃 

福吉 葉子 熊本大学医学部附属病院 徳永 好美 熊本機能病院 女性部会 

西村 仁志 熊本大学医学部附属病院 工藤 圭子 たがみクリニック 女性部会 



平成 29 年 3 月吉日 
臨床検査技師会会員 各位 
                               熊本県臨床検査技師会 
                               会長 増永 純夫 

熊本県細胞検査士会 
                               会長 山住 浩介 
 

子宮頸がん啓発活動参加者募集のご案内 

 
謹啓 早春の候、会員の皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

 我が国では若い女性の子宮頸がんが急増しており、また先進国で唯一、子宮頸がんによる 
死亡数が増加しています。このことは欧米先進国に比較して極めて低い検診受診率に起因 
しており、特に 20 才代女性の検診受診率は 5％程度と低迷しています。 
 子宮頸がんは予防可能ながんで、検診を受けていれば前がん病変および、ごく初期のがん 
の段階で発見されるため子宮を残すことができ、こどもを生めなくなる悲劇を防げます。 
 これを踏まえて、今年も細胞検査士会では子宮の日（4 月 9 日）を中心とした子宮頸がん 
検診啓発活動を全国規模で展開しています。 
 つきましては熊本県臨床検査技師会ならびに熊本県細胞検査士会におきましても下記の 
ように予定しており、会員の皆様にも何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
啓発活動に参加可能な会員の方は下記連絡先までご連絡お願いします。 
 

謹白 
  

記 
 
１．日  時：平成 30 年 4 月 8 日（日） 13：00 ～ 16：00 
２．場  所：ゆめタウン 光の森店内 
３．内  容：検診啓発のパンフレットなどの配布、パネルの説明など 
４．募集人員：１５名 
５．締め切り：平成 30 年 3 月 30 日（金） 

以上 
 
連絡先：〒865－0064 
    玉名市中 1950 
    公立玉名中央病院 臨床検査科 山住 浩介 
    TEL ; 0968-73-5000（内 8525） 
    mail ; kensa1950@tamana-chp.jp 
 
 



平成 30 年 3 月吉日 

会員各位 

臨床生理部門 

熊本労災病院 吉田健一 

 

臨床生理部門意見交換会のお知らせ 

春分の候、皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、臨床生理部門では、『熊本県下の施設で生理検査に従事する技師』を対象に、下記の通り意見交換会

を行うことにしました。 

 

◎研究班と技師会員の交流 (研究班のメンバーと活動内容を知っていただく) 

◎会員同士の横の繋がりを築く (特に小規模施設、相談しやすい環境を作る) 

 

以上を目的としています。 

熊本県下で生理検査に携わっている技師会員の方なら経験年数問わずどなたでも構いません。 

趣旨をご理解いただき、多くの方々のご参加をお待ちしています。 

 
記 

 
日時：2018 年 5 月 26 日(土) 19:00～ 

 

内容：1、前年度の臨床生理部門の活動と今年度の活動予定の報告 

2、意見交換会 

 

場所：未定  

(現時点では、上乃裏通りにある【壱乃倉庫】を予定しています。) 

 

会費：4000 円～4500 円程度 

以上 

 

 ・現時点で参加を希望される方は、必要事項（施設名、会員番号、名前)

をご記入の上、下記アドレスまでご登録をお願い致します。 

ykecho@kumamotoh.johas.go.jp 

＊詳細は追ってご連絡いたします。 

mailto:ykecho@kumamotoh.johas.go.jp


　平成30年4月～平成30年6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
4月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿定性検査の基礎と測定時の注意点 検体検査 専門 20
4月14日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 未定 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24日 熊本市 臨床血液部門研修会 血液検査の基礎、血液検査のピットフォール 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
 95GC 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 輸血細胞治療部門研修会 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月未定 熊本市 臨床検査総合部門研修会 診療報酬改訂について 基礎 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
6月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 血液ガスの基礎 生体検査 専門 20
6月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 血液像、骨髄像（２級・認定試験対策） 検体検査 専門 20
6月14日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣（異型細胞、赤血球形態について） 検体検査 専門 20

6月16日 熊本市 生物化学分析部門研修会

生化学検査初心者講習会　～基礎コース～
　①検体と採血管
　②正しいピペット操作
　③吸光度測定法
　④反応過程の見方
　⑤生化学分析装置の概要
　⑥メンテナンス、精度管理

検体検査 専門 20

6月28日 熊本市 病理細胞部門研修会 第２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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