
（一社）熊本県臨床検査技師会 

会    長 増永 純夫 

生涯教育部長 川口 謙一 

 

 

「あじさいセミナー2018」のご案内（再掲） 
 

 

 謹啓 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、熊本県臨床検査技師会では「あじさいセミナー2018」を下記の通り開催致します。 

このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く 6 月に開催しています。 

講演終了後はボウリング大会や懇親会も予定しております。 

つきましては、新入会員、新卒・入会予定技師の方ばかりでなく、一般会員の方も多数の参加を 

お願い申し上げます。 

謹白 

 

 

記 

 

開 催 日：平成３０年６月９日(土) １４：００～１６：００ 

 

会  場：同仁堂ホール スタジオライフ 

     熊本市中央区上通町２－７ （ＴＥＬ）096-325-8131 

 

内  容：  

     13：30 受 付 

14：00 オリエンテーション 

14：10 「接遇（医療事故をふまえて）」   西山 明美技師（あきた病院） 

     15：00 休 憩 

15：10 「これからの検査技師と検査技師会」 増永 純夫技師（県立こころの医療センター） 

15：40 常務理事・学術部門長紹介 

16：00 移動（スポルト/大劇ボウル 16：15 集合） 

16：30 ボウリング大会（スポルト/大劇ボウル） 

18：00 懇親会（麦菜館） 

 

会  費：新卒・入会予定者 

１０００円（セミナーのみ） 

２５００円（セミナー＋ボウリング＋懇親会） 

     一般会員 

４６００円（ボウリング＋懇親会） 

          ３０００円（懇親会のみ） 

申込締切：平成３０年５月３１日(木) 

 

申込方法：氏名、勤務先、連絡先（ＴＥＬ）、セミナー受講の有無、ボウリング参加の有無 

     懇親会参加の有無を明記の上、メールまたはＦＡＸにて下記までお送りください。 

申 込 先：〒861-8520  

熊本市東区長嶺南２丁目 １-１ 

     熊本赤十字病院 検査部 

     吉田 雅弥 

（電 話） 096-384-2111（内線 6371）  （ＦＡＸ） 096-384-8891 

（メール） m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

 

担  当：(一社)熊本県臨床検査技師会 生涯教育委員会 



 

 

平成 30年 4月吉日 

会員各位 
                                生物化学分析部門 
                                 部門長 山内露子 

     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。 

 4月には血液ガスを使用するなら必ず知っておきたい「血液ガス〜基礎コース〜」を開催

し、今回は「血液ガス〜応用コース〜」と臨床上遭遇する実践的な内容を計画しています。 

 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 5月 17日 (木)  18:30～20:00 

【場  所】  熊本大学医学部附属病院 中央検査カンファレンス室 

【参 加 費】  会員、他職種 無料  (非会員 3000円) 

【講   演】 （仮）『血液ガス 〜応用コース〜』 

       （株）ラジオメーター 三沢 泰一 先生 

 

                      

  
 
 
【連絡先】       熊本大学付属病院 中央検査部 山内露子 (TEL 096-373-5700)  

 

外来診療棟 3F 

（中検ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室） 



平成 30 年度 第１回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ [高齢者と糖尿病] 

○ 開催期日 平成 30年 6月 17日（日） 

○ 開催場所 済生会熊本病院 外来がん治療センター ４階 大ホール 
      熊本市南区近見 5 丁目 3 番 1 号  

○ 参 加 費  2,000円（30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 15分) 休憩 10分を含む 

 
《講演１》『高齢者糖尿病診療の実際と病態に応じた栄養療法』 9:00～10:30（90 分） 

熊本大学大学院 生命科学部研究部代謝内科学 講師  近藤龍也 先生 
        

《講演２》『高齢糖尿病における食事指導の取り組み 』  110:40～11:25（45 分） 
                   済生会熊本病院 管理栄養士   田中郁代 先生    

 
《講演３》『サルコペニア、ロコモティブシンドロームをもつ 

糖尿病患者に対するリハ栄養とリハビリについて』11:30～12:15（45分） 
               水俣市立総合医療センター 理学療法士  前川直也 先生  

 

※※※※※※※※  昼食（12時 15分～13時 00分）※※※※※※※※ 

 

午後の部      (13時 00分～16時 20分) 

 
《講演４》『多疾患罹患状態の糖尿病の管理』 

13:00～15:10 (120 分･休憩 10 分） 
                      熊本第一病院  院長  野上哲史 先生   

（休憩 10分） 

 
《講演５》『当院の栄養指導の取り組み』               15:20～16:20（60 分） 
                   熊本総合病院  管理栄養士 白坂亜子 先生   

連絡事項 （16時 20分～16時 30分） 

総  会 （16時 35分～16時 50分） 

閉会の辞 



                    熊本中央病院 栄養科 上野 愛 行き 
 

本会員で総会に出席できない人は、本枠内に委任状として記名、捺印をお願いします。 

総会委任状≪H30年 6月 17日（日）） 16時 20分から（研修会に引き続き）開催≫ 

H30年度総会に出席できないので            に委任します。 

 

施設名          職種         氏名         印 

 

平成 30 年度 第１回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ『高齢者と糖尿病』 

＜平成 30 年 6 月 17 日（日）開催＞ 

※ 注意 昼食は、各自でご準備をお願い致します。 

※ 注意 ２群申請希望者は認定機構への報告に CDE 認定番号が必要となりますので、

必ず CDEJの番号を控えて来てください。当日、受付名簿にご記入ください。 

 

《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、６月６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 5 月吉日 

会員各位 

臨床微生物部門 

部門長 磯﨑 将博 

共催：熊本県臨床検査技師会、栄研化学株式会社 

 

平成 30 年度第 1 回臨床微生物部門講演会のご案内 

 

謹啓 

陽春の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、今年度第 1 回目の講演会は京都橘大学の中村竜也先生（前神戸大学医学部附属病

院検査部副技師長）をお招きし、下記内容で開催いたします。年度初めで皆様お忙しいこと

と存じますが、お誘い合わせの上ご参加下さいますようお願い申し上げます。 

謹白 

記 

日時：平成 30 年 5 月 26 日（土） 14：00～17：15（13：30～受付） 

場所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階 第 4 講義室 

 

プログラム 

話題提供 14：00～14：30 

「薬剤感受性試験の最新のトピックス」 

栄研化学株式会社 山口 重人 先生 

 

一般演題 14：30～15：30           座長 熊本労災病院 森口 美琴 技師 

1． 「熊本県感染管理ネットワークからの報告－微生物サーベイランス―」 

熊本大学医学部附属病院 福嶋 理香 技師 

2． 「熊本臨床微生物ネットワーク研究会からの報告―肺炎球菌の動向―」 

国立病院機構熊本再春荘病院 川上 洋子 技師 

3． 「全自動遺伝子解析装置 FilmArray システムの使用経験」 

天草地域医療センター 磯﨑 将博 技師 

 

休憩 15 分 

 

特別講演 15：45～17：15       座長 天草地域医療センター 磯﨑 将博 技師 

「中村流（竜）耐感トレーニング、第２弾 ～AST（PK-PD）＆AmpC～」 

京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科 准教授 

中村 竜也 先生 

 

講演会終了後、中村先生を囲んで懇親会を行います。参加を希望される方は磯﨑まで

（m.isozaki75@gmail.com）お申し込み下さい。 



平成 30年 5月吉日 

会員各位 

                     臨床微生物部門 部門長    

                        磯崎将博 

 

微生物検査実習（基礎編）のご案内  

 拝啓、会員各位にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、微生物検査に従事されている技師（初心者）、登録衛生検査所に従事されている技

師、担当はしていないけど興味がある技師の方々を対象として、下記の通り微生物検査実習

（基礎編）を行います。 

ご多忙の折とは存じますが、会員のご参加をお願いいたします。なお、実習準備がありま

すので、参加ご希望の方は問合せ先までご連絡下さい。 

（定員：約 30名 定員になり次第締め切りです）            敬具 

                                                   

                    記 

日 時 : 2018年 6月 9日 (土曜日) 午前 9時 30分～午後 3時 

場 所 : 熊本保健科学大学 1305実習室 

参加費：3,000円 

申込締切日：5月 31日着分まで 

持参して頂くもの : 白衣、昼食、予め作成した喀痰標本 2枚(グラム染色手技用)です。 

お願い : 同定不能の菌株等があったら、同定にご協力します(16Sr-DNA解析等)。 

内容 :  

 １.講義（担当：研究班員） 

（1）概論、顕微鏡検査における塗抹標本の作製、グラム染色方法、分離培養検査（培地

の種類、塗布方法、釣菌方法）、同定検査、感受性試験（ディスク法、微量液体希釈

法） 

 

２.実習（担当：研究班員） 

（1）顕微鏡検査－標本の作製(持参していただいた材料を用いて)、 

グラム染色法(持参していただいた染色液を用いて) 

（2）分離培養検査（培地への塗布、複数菌種からの目的菌の釣菌、運動性確認など） 

（3）感受性試験（自施設で実施している方法による感受性試験） 

 

問合せ先：正木まで（096-275-2206、メールアドレス masaki.ta@kumamoto-hsu.ac.jp） 



第19回熊本院内感染対策研究会
・日本医師会 生涯教育認定講座 1単位 （取得CC：8.10） ・ICD制度協議会の推薦するその他の講習会、教育企画（2点）

・日病薬病院薬学認定薬剤師制度 1.5単位（Ⅳ-2）

当番幹事 熊本総合病院 検査部 木下 まり
事務局 熊本保健科学大学保健科学部 医学検査科 川口 辰哉

日時 2018年5月12日（土）13：00～16：00
場所 済生会熊本病院外来がん治療センター 4F コンベンションホール
参加費 500円

<共催>熊本院内感染対策研究会／熊本感染管理ネットワーク／熊本県病院薬剤師会／大正富山医薬品株式会社
<後援>熊本県医師会／熊本市医師会／熊本県臨床検査技師会

「βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 注射用タゾバクタム・ピペラシリンについて」

13:00～13:10 情報提供

15:00～16:00 特別講演

座長 熊本保健科学大学保健科学部 医学検査学科 教授 川口辰哉先生

「肺炎球菌感染症のトピックス（診断、治療、予防）」
（取得CC：１単位：8.10）

演者 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学

教授 柳原 克紀 先生

～ｃｏｆｆｅｅ ｂｒｅａｋ～14:50～15:00

13:10～14:10 トピックス

座長 ： 熊本中央病院 田上恵梨 / 熊本大学 尾田一貴

○「熊本感染管理ネットワークからの報告①事務報告」
熊本大学医学部保健学科環境社会医学部門看護学講座 教授 前田ひとみ先生

○「熊本県感染管理ネットワークからの報告② －微生物サーベイランス－」
熊本大学医学部附属病院 中央検査部／感染制御部 福嶋理香先生

○「当院における抗菌薬適正使用推進チームの取り組みについて」
熊本大学医学部附属病院 薬剤部・感染制御部 尾田一貴先生

○「がん・回復期医科歯科連携事業報告」
熊本県歯科医師会 理事 宇治信博先生

14:10～14:50 一般演題 テーマ ： 肺炎球菌感染症

座長 ：熊本中央病院 平田奈穂美 / 熊本市民病院 丸住美都里

○「熊本臨床微生物ネットワーク研究会からの報告－肺炎球菌の動向－」
国立病院機構熊本再春荘病院 主任技師 川上洋子先生

○「ECMO管理にて救命できた侵襲性肺炎球菌感染症による最重症ARDSの一例」
済生会熊本病院 感染管理室 川村宏大先生

【無料託児所について】
熊本市医師会館内の保育施設｢メディッコクラブ｣が熊本県女性医師キャリア支援センター事業の一環として無料で利用できます。ご希望の方は､事前に
ＴＥＬ（０９６）２２３－５１６２（熊本県女性医師キャリア支援センター）へご予約をお願いします。【ご予約は５月９日（水）午後２時までです】



平成 30 年 4 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(臨床微生物部門)のご案内 

 
謹啓 
 春風の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、平成 30 年度天草地区研修会臨床微生物部門のご案内を申し上げます。 
近年、抗菌薬の不適切な使用を背景に、抗菌薬が効かない AMR（薬剤耐性）をもつ細菌

が世界中で増えています。日本でも薬剤耐性対策アクションプランを策定し、薬剤耐性の

発生を遅らせ拡大を防ぐ取り組みを始めました。さらに、平成 30 年度診療報酬改定より

AST（抗菌薬適正使用支援チーム）の活動に診療報酬点数が新設され、注目を集めていま

す。今回の講演は、AST 活動を検討されている御施設に置かれましては興味深い内容とな

っております。 
多忙中とは存じますが、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 30 年 05 月 25 日（金） 18 時 30 分～ 
場所：天草地域医療センター ヒポクラート 

講演：｢薬剤耐性（AMR）対策アクションプランからみる 
抗菌薬適正使用支援チーム（AST）がすべきこと｣ 

   講師：中村竜也 先生 
（京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科 准教授） 

 
※御施設に ICT や AST 業務に携わる医師・薬剤師・看護師の方がいらっしゃいましたら 

お誘い合わせの上、是非ご参加ください。 

 
ご不明な点がございましたら天草地域医療センター 検査部 磯崎までご連絡ください。 

連絡先  Tel:0969－24－4111 
Mail:( labo@amed.jp) 

tel:0969－24－4111


月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
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3日 熊本市 第50回熊本県医学検査学会 専門 20
6月3日 熊本市 平成30年度定時総会 基礎 20

6月9日 熊本市 あじさいセミナー2018
①接遇（医療事故をふまえて）
②これからの検査技師と検査技師会

基礎 20

6月9日 熊本市 臨床微生物部門研修会

講義
　①概論、顕微鏡検査における塗抹標本の作製、グラム染色方法等
実習
　②顕微鏡検査－標本の作製
　③分離培養検査
　④感受性試験

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26日 熊本市 臨床血液部門研修会
日常遭遇する造血器腫瘍（２級・認定試験対策）
　～細胞鑑別から形態診断・臨床へのアプローチ・追加検査までのポイント

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
　症例１
　症例２

検体検査 専門 20

7月未定 熊本市 臨床生理部部門研修会 心エコー・腹部エコーハンズオン研修会 生体検査 専門 20
7月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血検査（不規則抗体） 検体検査 専門 20
7月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 症例検討会 検体検査 専門 20
7月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 髄液検査について 検体検査 専門 20
8月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 肺機能勉強会 生体検査 専門 20
8月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 実技講習会 検体検査 専門 20

8月18・19日 熊本市 臨床検査総合部門研修会 医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会

           ＊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年度 第３回理事会 議事録 

 

日 時： 平成 30年 3月 24日（土）16：00～17：30 

場 所： ＫＫＲホテル熊本 

  （〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町３−３１ 096-355-0121） 

出席者： 増永、田中、松本、野中、河野、逢坂、福吉、今田、川口、工藤、西村、石橋、渡邊、 

山住、佐々木、田上さ、宇佐美、田上圭、中島、古閑、柿本、岩崎、片山、上原、原田 

欠 席（委任状）：坂口、三牧、外口、竹内、岡崎、上島、春山、 

 

＜報告事項＞ 

 

１．会長報告：熊臨技関係 

・ 熊本地震シンポジウムで日臨技１名、熊臨技２名が発表予定。テーマは「受援」 

・ 初級職能講習会開催（福岡会場 22名、熊本会場 31名参加） 

 

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 

   ・広報（坂口）：ニュース版の発行･発送 

   ・組織（河野）： 会員名簿発行準備 

   ・渉法（逢坂）：平成 30年度賛助会員募集（現在 42社）、発行誌広告募集（同 12社） 

   ・事業（福吉）：臨床検査講習会その他  

   ・学術（今田）：部門長会議、学術講演会 くまもと医学検査の発行 

   ・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、平成 30年度予算案 

・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備、日臨技認定事業 

   ※ 次回より事業部で行っていた精度管理報告会を別部で行うかもしれない。 

３．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 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 

 

４．県知事表彰祝賀会（3/24 18時～ ＫＫＲホテル熊本） 

 

５．その他 

  ・災害時における協定について （進捗状況） 

   県庁や関係各署と調整中である。災害マニュアルには熊臨技の名前が記載されることになった。

臨薬協とは協定を締結済み。日衛協とは調整中。 

 

＜協議・承認事項＞ 

 

１．平成 30年度事業計画案（生涯教育研修会計画含む）および予算案 

  資料の通り承認された。 

 

２．熊臨技研究部門 部門名変更および新部門立ち上げについて 

  染色体・遺伝子部門の立ち上げに際し、熊大医学部附属病院笹田技師が設立意義や活動計画につい

て説明し、承認された。また、総合管理部門が日臨技の名称に合わせる形で臨床検査総合部門へ名称

変更されることも併せて承認された。 

 



３．平成 29年度表彰推薦委員会報告（学術奨励賞、永年職務精励者表彰） 

  表彰推薦委員会から提出された資料の通り、学術奨励賞、永年職務精励者が承認された。 

学術奨励賞 「熊本地震における当院患者の深部静脈血栓症」熊本機能病院 吉野孝一技師 

永年職務精励者 1962年生まれ、日臨技会員として 20年以上が対象。27名が該当 

 

４．技師会費値上げについて  

 平成 23年度より赤字決算が続き、貯蓄金の取り崩しが続いている。このままでは一般社団法人として

の存続も難しくなることが予想されることから、会費の値上げが提案された。これまで経費削減や県学

会参加費徴収を行ってきたが、これまでと同様の活動充実を図るためには最低でも単年度決算が赤字に

ならない程度の収入が必要である。したがって、現行 6,000円から 7,000円とし、120万円（会員数 1200

名として）の増収をお願いしたい。協議の結果、会費の値上げだけでなく、事業の見直しも含めて検討

することとなった。正式決定は総会での承認が必要である。 

 

５．その他 

 瀧口熊本県連盟代表より、連盟会費の値上げとお願いがあった。 

 

 

 

以上 



平成 30 年度 第 1 回常務理事会 議事録 
日 時： 平成 30 年 4 月 10 日（火）18:30 ～22:00 
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；医専連関係；理事として田中副会長、監事として松本副会長を選出する、九州支部関係；

学術部門長および部門員の名簿提出、熊臨技からは支部部門長として血液部門長を推薦、事務負担金と

して 12210円拠出 

 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  

   ・広報（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、 

   ・組織（河野）： 名簿発行準備 

   ・渉法（逢坂）：平成 30年度賛助会員募集（現在 46社） 発行誌広告募集（同 15社） 

   ・事業（福吉）： 精度保証研修会のあり方検討 

   ・学術（今田）： 各部門長･部門員名簿作成 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録 あじさいセミナー（6/9） 

・経理（工藤）：通常経理報告  

・特別事業（西村）：法人報告書 

3、初級職能開発講習会 H30.3.18（日）山崎記念館 1階ホール 31名参加 

4、平成 29年度 第 3回理事会 H30.3.24（土）KKR ﾎﾃﾙ 15：00～ 議事録参照 

5、厚労省大臣表彰、伊藤機一賞、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～  103名参加 

6、熊本地震シンポジウム 2018 H30.4/22（日） 熊本市医師会館 

7、第 1回理事会および施設連絡責任者会議  H30.5.13 熊本保健科学大学  

8、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～ 

9、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 

10、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 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   抄録および総会議案書は 5月連休明けに配布する 

11、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 

演題： 平成 30 年 3 月 12 日（月）～ 5 月 31 日（木）抄録： 平成 30 年 4 月 2 日（月）～ 6 月 29 日（金） 

12、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) 

13、熊本シティエフエム「健康サロン」テーマ「遺伝子」 

（6/20 肝炎 小郷技師、 12/19 アルコール 笹田技師、12/26 インフルエンザ 逢坂理事） 

14、その他 

  ・熊本県臨床検査精度管理専門委員会委員として正木孝幸技師、春田昭一技師を推薦 

 

 

 



＜協議事項＞ 

1、第 54回日臨技九州支部 医学検査学会 について 

学会サポートセンターによる他団体の学会での実績が参考資料として提出された。開催日を 11/9・10

または 11/16・17を候補とし、市民会館・国際交流会館・県医師会館で調整する。また、詳細な見積を

とり、その後、経費削減のため熊臨技で作業するものと業者にお願いするものを明確にしていく。 

2、法人化 30周年式典の内容について 

6月 2日（土）ザ・ニューホテル熊本で開催する。タイムスケジュールは下記の通り。 

    宮島会長による講演 16:00～17：00 

    記念式典      17：00～17：30 

    祝賀会       18：00～20：00 

  祝賀会の会費を 7,000円とし、5月のニュース版で案内する。  

3、九州支部部門長について 

 部門長の決定は、まず各県の部門長が決定後、支部長を九州支部に推薦する。その後、九州支部で一部の

県に偏りがないように調整する。任期は 1期 2年 3回までとなる。熊臨技では、血液部門の津田技師を支部

長として推薦することとなった。 

4、第 1回理事会について 

 5月 13日（日）15時（予定）開催する。主な議題は、精度保証研修会と学術講演会を合同開催につ

いて、技師の研修制度導入について、役員改選について。なお、同日 14時から施設責任者会議を開催す

る予定。 

5、第 1回総会議案書および総会役員について 

議案書は完成次第、印刷し、抄録とともに配布する。総会役員は下記の通り（予定）。 

議長：竹内技師（熊本医療ｾﾝﾀｰ）書記：永田技師（熊本保健科学大学）宮前技師（熊本中央病院） 

   資格審査兼議事運営委員：山内技師（熊大医学部附属病院）龍技師（熊本赤十字病院） 



（平成30年４月１日現在）

部門名・担当 氏名 施設名 電話

臨床検査総合部門 ＊1

部門長 西村　仁志 熊本大学医学部附属病院 096-373-5697

副部門長 上島　さやか 済生会熊本病院　　　　 096-351-8000

（会計） 田中　侑紀 熊本大学医学部附属病院　 096-373-5697

染色体・遺伝子部門 ＊2

部門長 笹田　景子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5706

副部門長 片淵　達也 熊本大学医学部附属病院 096-373-7097

（会計） 田中　洋子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5706

臨床微生物部門
部門長 磯崎　将博 天草地域医療センター 0969-24-4111

副部門長 正木　孝幸 熊本保健科学大学 096-275-2111

副部門長 森口　美琴 熊本労災病院 0965-33-4151

副部門長 山本　景一 熊本大学医学部附属病院 096-373-5696

（会計） 松下　久美子 天草地域医療センター 0969-24-4111

臨床一般部門
部門長 中山　陽平 熊本中央病院 096-370-3111

副部門長 亀山　広喜 熊本保健科学大学 096-275-2111

（会計） 西山　明美 あきた病院 096-227-1611

生物化学分析部門
部門長 山内　露子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5712

副部門長 山下　昭一郎 熊本大学医学部附属病院 096-373-5712

副部門長 下村　裕哉 熊本医師会医療センター 096-363-3311

（会計） 宮村　幸祐 熊本中央病院 096-370-3111

臨床生理部門
部門長 吉田　健一 熊本労災病院 0965-33-4151

副部門長(神経) 兼崎　太輔 熊本赤十字病院 096-384-2111

副部門長(画像) 今村　華奈子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5695

神経（会計） 高橋　圭 熊本託麻台リハビリテーション病院096-381-5111

画像（会計） 渡邊　友里恵 熊本労災病院 0965-33-4151

輸血細胞治療部門
部門長 吉田　雅弥 熊本赤十字病院 096-384-2111

副部門長 山田　聡美 熊本機能病院 096-345-8111

副部門長 吉田　賢太 済生会熊本病院 096-351-8000

（会計） 田中　希歩 熊本赤十字病院 096-384-2111

臨床血液部門
部門長 津田　勉 SRL（日赤病院検査部) 096-384-2111

副部門長 山本　紀子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5702

（会計） 谷川　朋子 熊本市民病院 096-365-1711

病理細胞部門
部門長 遠山　亮佐 くまもと森都総合病院 096-364-6000

副部門長 石原　光浩 熊本大学医学部附属病院 096-373-7099

（会計） 布上　亜紀 熊本市医師会検査センター 096-372-6767

平成30年度　熊臨技学術部　部門役員紹介

（＊1　名称変更　　＊2　臨床微生物・遺伝子部門より独立）



                                 平成30年4月吉日 
会 員 各位 
                       一般社団法人熊本県臨床検査技師会 

会長 増永純夫 
    

 
（一社）熊本県臨床検査技師会 法人化30周年・創立65周年 

記念式典及び祝賀会について（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、このたび、当会は法人化30周年・創立65周年の記念式典を下記の如く開催致す

ことになりました。つきましては、諸事ご多忙とは存じますが、何卒、本式典へご臨席く

ださいますよう宜しくお願い申し上げます。なお、同日16時より、宮島喜文日臨技会長

の講演会（予定）を計画しておりますので、ぜひお運びくださいますようお願い申し上げ

ます。 
                                      敬白 
                                       

記 
 

＜法人化 30 周年・創立 65 周年記念式典及び祝賀会＞ 
       会 期 ： 平成 30 年 6 月 2 日（土） 
        ①記念講演会 16 時 00 分～ 
        ②式 典   17 時 00 分～ 
        ③祝賀会   18 時 00 分～ 
           会場： ザ・ニューホテル熊本 
            （熊本市西区春日１丁目 13 番 1 号 096-326-1111） 
 
        ※記念講演会、式典、祝賀会すべて同じ場所で実施 

 
       祝賀会会費 ： 7,000 円（講演会、式典参加は無料です） 
 
  ＊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 5月22日（金）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  
 



         FAX 096-200-1221（熊臨技事務所） 行 
                                      

法人化 30 周年・創立 65 周年記念式典及び祝賀会 
出席票 

 
                        平成30年   月   日 
一、日  時 ： 平成30年6月2日（土）18：00～ 
一、場  所 ： ザ・ニューホテル熊本  
          
   施設名                  電話番号              
 
参 加 者 

 
  氏名          講演会 式典 祝賀会 氏名         講演会 式典 祝賀会 
 
   
  氏名          講演会 式典 祝賀会 氏名         講演会 式典 祝賀会    
 
 

氏名          講演会 式典 祝賀会 氏名         講演会 式典 祝賀会 
 
 

氏名          講演会 式典 祝賀会 氏名         講演会 式典 祝賀会 
 
 
氏名          講演会 式典 祝賀会 氏名         講演会 式典 祝賀会 
 
 
氏名          講演会 式典 祝賀会 氏名         講演会 式典 祝賀会 
 
 

通 信 欄 
 
 

                ＊5月22日（金）迄に出席者をご連絡下さい。 

参加されるものに○をつけて下さい 



会員各位 
一般社団法人熊本県臨床検査技師会 

会長  増永 純夫   
 
 

（一社）熊本県臨床検査技師会 表彰 各賞受賞者のご紹介 
 
 

 当会では毎年県学会時に開催する定期総会において熊臨技表彰を行っております。 
２９年度は下記の方々が表彰されることになりました。 
 各賞の推薦理由等は平成３０年度定期総会においてご紹介いたします。受賞されまし

た方々には心よりお祝いを申し上げます。また、当会に対するご協力に対しても感謝申

し上げます。 
 今後とも引き続きご活躍されますことをお祈り致します。 
  

記 
１．学術奨励賞 
     吉野 孝一 氏（熊本機能病院） 
 
２．会長賞 
     井島 廣子 氏（陣内病院） 
 
３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略）                
    

氏名 氏名 氏名 

米川 まり 村上 仁士 枝村 洋助 
木村 桂一 渡邉 みどり 岩永 正一 
渡辺 正剛 西村 寿章 渋江 修 
福田 浩喜 小島 由香里 堀口 美恵子 
春田 清香 松中 修一 杉本 摂子 
梶原 栄徳 緒方 恵子 小川 善子 
嶋村 眞由美 中川 淑恵 徳永 小百合 
田邊 菜穂子 田代 小百合 宇佐美 祥子 
武井 尚美 山本 義成 大仁田 美和 

 
以上      

 
 
※ 各賞の表彰式について  
 平成３０年６月３日（日）開催の熊本県医学検査学会時に開催いたします。 



会員各位                         平成 30 年 4 月吉日 

女性部会 手蓑京美 

      

 第 50回 熊本県医学検査学会 

 
 

 
 

～女性部会主催～ 

ピンクカフェOPEN  

        場所： 保健科学大学レストラン内   

        日時： 平成 30 年 6 月 3 日（日） 9:00～14:30 

        

          技師同士の交流、情報交換の場として 

            飲物やお菓子を食べながら 

             ゆったりとお話をしませんか？  

 

 

 

 

        

 

 

 

キッズコーナー 
  子育て中の技師の方、お子様を遊ばせている間、学会に参加されませんか？ 

＊キッズコーナーは保護者責任のもとご利用ください 

＊遊べるスペースのみご用意してます 

 

ご不明な点がございましたら 

 谷田病院検査科（直通：096-206-0235）手蓑までご連絡ください 

キッズコーナーも 

 併設してます 

無料❤ 



平成 30 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 53 回） 一般演題募集要項 
 

会 期：平成 30 年 10 月 6 日（土）・7 日（日） 
                   会 場：別府ビーコンプラザ (別府市山の手町 12-1) 

          
Ⅰ. 一般演題募集について 
 1. 一般演題の申込、抄録原稿提出は、日臨技ホームページを利用した Web による受付

とします。Web による申込には、会員 No、パスワードが必要ですので事前に確認し

て下さい。 
 2. 賛助会員、学生の発表につきましては、学会事務局へお申込み下さい。 
 
Ⅱ.  受付開始及び締め切り日 
 

演題： 平成 30 年 3 月 12 日（月）～5 月 31 日（木） 
抄録： 平成 30 年 4 月 2 日（月）～ 6 月 29 日（金） 

 
Ⅲ. インターネット利用による一般演題申込・抄録原稿登録について 
 ≪日臨技会員の登録方法≫ 
 1. Web にて日臨技ホームページ（JAMT：http://www.jamt.or.jp/）より、画面右 

「会員専用ページ」をクリック。 
 2.  会員専用サイトには、会員 No、パスワードを入力しログイン。 

※パスワードが不明な方は日臨技に再発行申請し、必ず本人のパスワードを使用して 
 下さい。 
問い合わせ先 
 日臨技事務局：℡ （03）3768-4722   

 3. 日臨技会員メニューの「学会演題発表・査読」→「演題・抄録登録」をクリック。 
 4. Step 1 学会の選択で「平成 30 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 53 回）」を 

選択>>演題の新規登録をクリック。 
 5. Step 2 利益相反（COI）の確認を入力・申請後 ＞＞次へをクリック。 
 6. Step 3 演題の入力に関し必要事項を入力し＞＞次へをクリック。 
  ※メールアドレスは間違えのないよう正確に入力して下さい。 
  ※抄録を後から登録する場合は＞＞確認して登録するをクリックして Step 5 へ進み 

ます。 
  ※後日、演題名変更や抄録登録をする場合は Step 1 から同じ手順で行って下さい。 
 7. Step 4 抄録の入力またはアップロードにて、抄録登録方法を選択し入力を行う。 
  ※抄録は 26 文字×18 行×2 段組 936 文字以内で入力下さい。 
  ※ファイルアップロード登録する場合は、抄録本文のフォント、サイズ（明朝体  

10.5P）は変更しないで下さい。 
  ※末尾に連絡先を必ず入力して下さい。 



 8. Step 5 入力内容確認で抄録 PDF の確認をクリックし、内容確認して下さい。 
   確認後 ＞＞次へ登録・変更をクリックすると受付番号が表示され、登録完了メール 
   が自動配信されます。 
 
 ≪日臨技会員以外の登録方法≫ 
 1. パスワード申請（登録用パスワードを取得する） 
  日臨技申請フォームから登録用パスワードの申請をします。「SSL 暗号化通信する」に 
  ☑して入力して下さい。  
  必要事項を入力後、「申請する」をクリック。申請を完了すると、パスワードを記載し

た申請受領メールが自動送信されます。 
   会員専用ページ→「SSL 暗号化通信する」に☑して→＞＞パスワード忘れた方 
   学会発表→非会員向け演題募集受付専用サイトログイン申請 
   （http://jamtjamtis.jamt.or.jp/jamtis/Apply/EndaiHappyoushaHikaiin.aspx） 
 2. 演題募集受付専用サイトへログインする 
  演題募集受付専用サイトに、取得した登録用パスワードでログインし登録して下さい。 
    ※演題登録方法は会員同様です。 
 
Ⅳ. 注意事項 
 1. 一般演題発表について 
  ・会員および賛助会員は申し込み時点で会費を完納している会員または賛助会員で 

あり、発表時においても会員である必要があります。 
  ・検査技師の資格を有し学校に在籍する学生、医療業界に籍を有する有資格の非会員 
   は、会員外扱いとなり 1 演題につき 5,000 円を申し受けます。 
  ・共同演者は筆頭発表者に準じ、医療業界に籍を有する非会員の場合、抄録掲載料と 

して 1 名につき 5,000 円を申し受けます。なお、振込手数料は各自でご負担下さい。 
※抄録掲載料の受付口座に関しましては、本学会ホームページよりご確認下さい。 

 
 2. スライド作成・発表用スライドデータ受付に関しては、本学会ホームページより、 
   ご確認下さい。 
 
 

公益社団法人 大分県臨床検査技師会 

平成 30年度日臨技九州支部医学検査学会 事務局 

〒870-0033 大分市千代町 3 丁目 2-37 

      大分赤十字病院 検査部内 

担当：山下 広光 

Tel：090-3601-8830 

 E-mail: 53kyushu-jimukyoku@oita-amt.jp 
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