
平成 30 年度 第 1回理事会 議事録 

 

日 時： 平成 30年 5月 13日（日）15：00～16：00 

場 所： 熊本保健科学大学 

  （〒861-5598 熊本県熊本市北区和泉町 325 096-275-2111） 

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

石橋、渡邊、佐々木、宇佐美、中島、古閑、片山、原田、竹内、春山 

欠 席（委任状）：三牧、外口、岡崎、上島、山住、田上さ、田上圭、柿本、岩崎、上原 

（順不同） 

＜報告事項＞ 

 

１．会長報告 

・ 「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」

に対する意見募集中。詳しくは厚労省 HPを参照。 

 

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、発行誌広告募集 

   ・事業（福吉）：精度保証研修会と学術講演会を合同で開催する。詳細は追って連絡する。  

   ・学術（今田）：各部門長・部門委員名簿作成 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録 

・経理（工藤）：通常経理報告 

・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備 

   

 

＜協議・承認事項＞ 

 

１．平成 29年度事業報告（生涯教育研修会報告含む） 

  資料の通り承認された。 

 

２．平成 29年度決算報告 

  資料の通り承認された。 

 

３．役員改選について 

役員推薦委員会より案が提出され、理事会で承認された。平成 30 年度定時総会にて正式に

決定する。 

 

４．熊臨技会費値上げについて  

  前回の会議（平成 29年度第 3回会議）でも協議したが、事業の見直しや経費節減の具体例

について、増永会長および工藤理事が説明した。前回の値上げは平成 19 年度で会費を 5,000

円から 6,000円へ、また行動費（4時間以内）を 500円から 1,000円へ変更した。さらに同年、

熊臨技事務所の事務員（パート）を採用し、事務作業の効率化を図った。一方、出来るだけ会

議や勉強会などのイベントを同じ日に開催するなどして経費を削減している。また、他県の状

況を調べたところ、会費 8,000 円（宮崎県、佐賀県）入会金徴収（福岡県）なども報告され、

理事会の承認を得た。総会での承認を経て正式な決定となる。 

５．その他 



 

 災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書が九州臨床検査薬卸連合会と正式に締

結された。 

 

 熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクト（KEEP Project）が H30年度をもって一旦活動を休止

する予定。 

 

 超音波検査技師や血液像などを担当する技師の養成について、現状を把握することが必要と

の意見があり、熊臨技で調査を行うこととなった。 

 

 

以上 



平成 30 年度 第 2 回常務理事会 議事録 
日 時： 平成 30 年 5 月 8 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：熊本市民健康フェスティバルが規模を縮小して開催される予定。内

容等の検討が必要、日臨技・九州支部関係：「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う

関係省令の整備に関する省令案」に対する意見募集中。詳しくは厚労省 HP を参照。熊臨技関係：

松井熊臨技顧問より「臨床検査セミナー」への協力依頼あり。 

 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 49社） 発行誌広告募集（同 15社） 

   ・事業（福吉）：精度保証研修会について、今年度より学術講演会と合同開催とし、学術部

主導で計画する。但し、法人会計上、内容は精度管理に関するものとし、事業部より支出

する。日程や研修会の名称等は今後検討していく。 

   ・学術（今田）：各部門長・部門委員名簿作成 

   ・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録  

・経理（工藤）：通常経理報告。H29年度監査が終了し、交通費の確認のため勉強会、部門会

議、出張など場所を明記するよう指摘があった。また、会計事務所の料金が値上げとなっ

た（5，6万円/年）。 

・特別事業（西村）：法人報告書  

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

4、施設連絡責任者会議 H30.5.13 14：00～ 熊本保健科学大学  

5、第 1回理事会  H30.5.13 15：00～ 熊本保健科学大学  

6、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～ 

7、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 

8、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 ㈱ﾒﾃﾞｨｯｸﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽ 

9、第 1回総会 場所 熊本保健科学大学 H30.6.3 

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） 

 10、あじさいセミナー H30.6.9 同仁堂ホール ｽﾀｼﾞｵﾗｲﾌ 14：00～ 

ボウリング大会＆懇親会 大劇ﾎﾞｳﾙ 麦菜館（予定） 

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 

演題受付： 平成 30 年 3 月 12 日（月）～ 5 月 31 日（木） 
抄録受付： 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」 

（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、災害時臨床検査薬等の供給に関する協定書を九州臨床検査薬卸連合会と締結 

15、その他 

   特になし 

 

＜協議事項＞ 

1、第 1回 理事会について 

  資料等は送付済み。 

2、第 1回 総会について 

  総会役員には依頼状送付済み。5/13理事会で議案等を最終確認する。 

3、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と日程を打合せ中（H31.11/5・6または 11/16・17）である。また、

抄録を Web配信にするか冊子にするかで費用が異なることから、部数等を確認し、詳細な見積

をお願いする。なお、学会テーマは現在募集中（5月末〆切）。 

4、健康フェスティバルの催事について 

   今年度は 10月 21日（日）に開催予定。従来の 2日間から 1日開催へ、場所も熊本市立体

育館の大体育室のみと大幅に縮小される。また、助成金も削減されることから内容の再検討が

必要となった。エコーなど生理検査は場所の確保が難しいことから、乳房触診や肝炎コーディ

ネーターによる啓蒙活動を主体に行う。また、職業紹介コーナーも設置する。 

5、法人化 30周年創立 65周年記念式典について 

  受付は常務理事が担当する。学会前の懇親会も兼ねることから会員へ参加を呼びかける。 

6、その他 

 日臨技より都道府県単位のニューリーダー研修会開催依頼があった。H29年度は実施してお

らず、今年度中に開催することとなった。これまで研修会に参加した会員 4名が中心となっ

て計画する。 

 ニュース版の表紙について 

会員より表紙掲載依頼があり、常務理事会で検討した。現在は、犬シリーズで印刷会社に一

任している。協議の結果、次年度より、会員に公募することとなった。募集要項を作成した

後、ニュース版にて周知、応募者多数の場合には抽選にて採用することとなった。 

 昨年実施した多職種連携研修会を今年度も計画する。日程は 8/18・19で、場所は熊大山﨑

記念館。看護師、ME、薬剤師など多方面から参加者を募集する。内容は検査説明のできる検

査技師研修会と同様で九州管内の技師会に案内する予定。また、認知症研修会も 11/17・18

に計画中。 

 熊大中央検査部と循環器内科の連名で DVT関連（心・血管エコー）技師数の調査が計画され

ている。災害時に活動できる技師がどこにどれだけいるのかを把握するのが目的である。 

 

以上 



                                平成 30年 6月吉日 

会員各位 
                                臨床検査総合部門 
                                  部門長 西村仁志 

臨床検査総合部門研修会のご案内 

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。 
 臨床検査総合部門では、他の各専門部門と違って、臨床検査技師の基本的資質向上を目

指した研修会を企画運営していく計画をしています。今回の研修会では、平成 30 年 4 月に

改定されました診療報酬について、臨床検査に関わる改定を中心テーマとして、現場で活

用されますように詳細な内容でお話していただきます。 
皆様に少しでもためになる内容を企画しておりますので、ご多忙の折とは存じますが、 
多数の参加をお願い致します。  

謹白   
記 

 
【日  時】  平成 30年 6月 20日（水）  18:30～20:00 

【場  所】  熊本大学医学部附属病院 山崎記念館  １階研修ホール 

【参 加 費】  会員 無料  (非会員 3000円) 

【講    演】  『 平成 30年度診療報酬改定のポイント 』 

          ～今回の診療報酬改定から、今後の臨床検査を考える～  

        講師：森 和隆 

（株）アボットジャパン ビジネスエクセレンス薬事部 

      「診療報酬改定の大きな流れから、臨床検査を取り巻く話題まで、 

詳しく解説！知っておきたい診療報酬改定！です。 

若手技師の方から管理者の方まで、是非ご参加ください。」 

【研修会情報】熊本県臨床検査総合部門が今年度開催する研修会について 
       ・多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会 

・認知症対応力向上講習会 B 

・パソコン教室（統計・プレゼン etc） 

【会場案内】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【連絡先】  熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 (TEL 096-373-5697)  

山崎記念館 

(１階研修ホール) 



平成 30 年 6 月吉日 
会員各位 

輸血細胞治療部門   
部門長 吉田 雅弥 

平成 30 年度輸血実技講習会のご案内 
謹啓 
各会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、輸血実技講習会を下記のごとく開催致します。今回の実技講習会は A コース（定員 25 人）と B コース

（定員 5 人）に分けて行います。参加希望者は【申込要領】をご参照の上、E-mail で申し込みをお願い致しま

す。7/20(金)が最終締め切りですが、定員になり次第、締め切らせて頂きます。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 
勤白 

記 
  
【日時】 平成 30 年 8 月 5 日（日） 9：30～16：30 （9：00～受付開始） 
【場所】 熊本保健科学大学 1305 実習室、1301 講義室 他 
【参加費】会員 3000 円 （非会員 6000 円） 
【昼食】 希望者は弁当とお茶を準備します。受付時に別途、600 円を徴収致します。 
【締切】 平成 30 年 7 月 20 日（金） 
申込み連絡先 熊本赤十字病院 検査部 田中 希歩 
       TEL：096-384-2111  内線 6371     
       E-mail：tanaka.kiho.mo@kumamoto-med.jrc.or.jp 
 
【申込要領】E-mailでお申込みの際は、件名に「輸血実技講習会」、本文に「施設名」「所属」「受講者氏名」「技

師会番号」「施設連絡先（内線も含む）」「お弁当の有無」「AコースまたはBコース」を記載して下さい。技師会

番号がない方は、「入会申請中」「未入会」などの区別を記載して下さい。送信後、1 週間経っても返信が来ない

場合は、お手数ですが上記連絡先までご連絡下さい。 
 
コース A コース（定員 25 人程度） B コース（定員 5 名程度） 
対象 新人または輸血検査に不慣れな技師向け 認定取得を目指している・輸血業務中心の技師向け 
内容 9：30～10：00 講義 

10：00～15：30 実技(血液型、交差適合試験、

不規則抗体スクリーニング) 
 
※途中、昼食あり 

10:00～15：30 実技(血液型、交差適合試験・不規

則抗体、カラム凝集法) 
 
※途中、昼食あり 

15：30～16：30 実技解説 
※講習会当日、内容を一部変更する可能性あり 

 
以上 



平成 30年 5月吉日 

会員各位 
生物化学分析部門  

                                 部門長 山内 露子 
 

生化学検査初心者講習会のご案内 

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。 

さて、生物化学分析部門では、これから生化学検査に携わる方、従事して間もない方、

生化学検査に興味がある方を対象に「生化学検査初心者講習会」を開催いたします。   

今年は、昨年参加者からご要望いただいた「検査データの見方」をプログラムに入れてい

ます。皆様のご参加をお待ちしております。 

謹白 

 
記 

 
日  時 ： 平成 30年 6月 16日 (土)  13:30～17：00 

場  所 ： 熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 2階 研修室 

参 加 費 ： 会員 無料 (非会員 3000円) 

講   演 ：  

司会 熊本医療センター 一瀬 康浩 

1. 「検体と採血管における影響」  熊本医師会医療センター 下村 裕哉  

2. 「ノック式ピペットの使い方」 熊本大学医学部附属病院 山下 昭一郎  

3. 「分光光度分析法」          熊本保健科学大学 池田 勝義  

4. 「分析パラメータと反応過程」      済生会熊本病院 春田 昭一  

5. 「精度管理とメンテナンス」   熊本大学医学部附属病院 山内 露子  

6. 「検査データの見方」         済生会熊本病院 上島 さやか  

 

 

 

問合せ先 ： 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 山内露子 (TEL 096-373-5700)  



平成 30 年 5 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(生物化学分析部門)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生物化学分析部門のご案内を申し上げます。 
現在、我々が使用している測定機器は、様々な反応系を用い測定値が報告されています。

そこには多種多様な反応タイムコースがあり、溶血や乳びなどの影響を受け異常な反応タ

イムコースになるものも存在します。日頃見慣れている方はもちろん、普段生化学の業務

に携わっていない方にもわかりやすい内容になっております。 
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 30 年 06 月 21 日（木） 18 時 30 分～ 

場所：天草地域医療センター 健診センター2 階会議室 

講演：｢生化学検査の基礎 ~反応タイムコースについて~｣ 

   講師：金澤 禎士郎 先生 

（関東化学株式会社 試薬事業本部） 

 
ご不明な点がございましたら上天草総合病院 臨床検査科 富田までご連絡ください。 

連絡先  TEL：0969-62-1122 
  mail:kensa@cityhosp-kamiamakusa.jp 



　平成30年7月～平成30年9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
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 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5日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
平成30年度輸血検査実技講習会
　①講義
　②実習

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
9月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 災害時にＤＶＴエコーができる技師を養成する研修会 生体検査 専門 20
9月未定 熊本市 臨床微生物部門研修会 実技講習会 検体検査 専門 20
9月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 血液センター（副作用報告） 検体検査 専門 20
9月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 特別講演 検体検査 専門 20
9月13日 熊本市 臨床一般部門研修会 体腔液検査について 検体検査 専門 20

9月27日 熊本市 病理細胞部門研修会
第３回症例検討会
　症例１
　症例２

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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