
平成 30 年度 第 2回理事会 議事録 

 

日 時： 平成 30年 6月 3日（日）11:30～11：40、15:30～16:15 

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

山住、津田、中島、田上圭、片山、原田、麻生、嶋原、岩崎、片山、山口、上尾 

欠 席（委任状）：外口、岡崎、渡辺、柿本、上原、富田、園田、石本、宇佐美 

（順不同） 

 

＜協議事項＞ 

 

１．平成 30・31年度役員について 

  平成 30年度定時総会において、役員推薦委員会より推薦された 27名（監事 2名含む）が承

認され、会長および副会長はこの中から選出される（定款第 28条）。したがって 11:30から

役員選出のための理事会を開催し、下記の通りに決定した。 

 

   会長    田中 信次（日赤熊本健康管理センター） 

   副会長   松本 珠美（熊本保健科学大学） 

   副会長   福吉 葉子（熊本大学医学部附属病院） 

 

  なお、会長推薦の理事 5名も併せて総会にて承認された。 

  

  第 50 回熊本医学検査学会の終了後、承認された理事および監事が集まり、執行部役員（常

務理事）の選出を行った。 

 

   総務部     野中 喜久（熊本保健科学大学） 

 

   広報部     富田 文子（済生会熊本病院） 

   （副）     田上 圭二（済生会熊本病院） 

 

   学術部     今田 龍市（くまもと森都総合病院） 

   （副）     津田 勉（熊本赤十字病院 SRL検査室） 

 

渉外法規部   逢坂 珠美（熊本中央病院） 

   （副）     岡崎 孝憲（日赤熊本健康管理センター） 

 

   事業部     井島 廣子（陣内病院） 

   （副）     外口 憲一郎（熊本市医師会熊本地域医療センター） 

 

   組織部     竹内 保統（熊本医療センター）  

   （副）     山口 勝利（日赤熊本健康管理センター） 

 

   生涯教育部   大塚 幸二（日赤熊本病院） 

   （副）     上尾 早紀（熊本医療センター） 

 

   経理部     田上 さやか（熊本大学医学部附属病院） 

   特別事業部   西村 仁志（熊本大学医学部附属病院） 



 

平成 30・31年度 熊本県臨床検査技師会 役員一覧 

 

 理事 

田中 信次   日赤熊本健康管理センター 

松本 珠美   熊本保健科学大学 

福吉 葉子   熊本大学医学部附属病院 中央検査部 

野中 喜久   熊本保健科学大学 

井島 廣子   陣内病院 

富田 文子   済生会熊本病院 

逢坂 珠美   熊本中央病院 

竹内 保統   国立病院機構熊本医療センター 

今田 龍市   くまもと森都総合病院 

大塚 幸二   熊本赤十字病院 病理部 

田上 さやか  熊本大学医学部附属病院 病理部 

西村 仁志   熊本大学医学部附属病院 中央検査部 

石橋 浩三   荒尾市民病院 

渡辺 正綱   山鹿市民医療センター  

山住 浩介   公立玉名中央病院 

園田 敏雅   国立病院機構熊本再春荘病院 

津田 勉    熊本赤十字病院 SRL検査室 

外口 憲一郎  熊本市医師会熊本地域医療センター 

上尾 早紀   国立病院機構熊本医療センター 

石本 哲人   国立病院機菊池病院 臨床検査部 

宇佐美 祥子  熊本県総合保健センター 

田上 圭二   済生会熊本病院 

中島 みどり  高野病院 

岡崎 孝憲   日赤熊本健康管理センター 

山口 勝利   日赤熊本健康管理センター 

柿本 裕一   熊本労災病院 

麻生 靖子   水俣市立総合医療センター 

嶋原 裕美   球磨病院 

岩崎 晃史   天草地域医療センター 

片山 卓也   上天草総合病院 

  監事 

上原 正信   熊本市医師会検査センター 

原田 精一    化学及血清療法研究所 

 

 

 

 

以上 



（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 

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

部門長 笹田　景子 熊本大学医学部附属病院 096-373-5703
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 096-373-5702
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【修正版】

＊染色体・遺伝子部門の連絡先の2箇所を修正し太字で表記

部門役員紹介にて、誤りがございました。修正してお詫び申しあげます。



 
学会参加者：372名 

特別講演講師 村上 美香氏 スイーツセミナー講師 久保田 雅博氏 

  第50回熊本県医学検査学会に多数の会員並びに賛助会員の皆様にご出席いただき誠にありが
とうございました。お陰様で参加者は350名を超え盛会裏に終了することができ、実行委員一同
胸をなでおろしております。今回は第50回の記念学会ということもあり、すべてを実行委員会
主導で準備を進めてきました。大きな節目の年を迎え抄録や運営マニュアルなどは徹底的に見
直し、文言やスタイルなどの不具合を修正しました。さらにはお弁当の包み紙にも記念学会の
ロゴを入れて特別感を表現し、ランチョンセミナーに参加された方の中から第50回にちなんで
50名の方に粗品を進呈いたしました。 
学会内容につきましては、学会のテーマに沿った特別企画として整形外科井上病院の田中良

明技師に病棟業務についての指定演題をお願いしました。また、特別講演を依頼した村上美香
様は偶然にもテレビ局を退社されて話題の人となり、集客の面からも非常にラッキーでした。
今回、新たな試みとしてスイーツセミナーを企画しましたが、お菓子の一部は精神障害者就労
支援施設あかねワークセンターから仕入れて紹介のメッセージを作成するなど工夫を凝らしま
した。スイーツセミナーは学会最後のプログラムであり、いつもは参加者もまばらになる時間
帯ですが、今回は最後まで多数の皆様に聴講いただきました。 
最後になりましたが、ご協力いただいた会員並びに賛助会員の皆様に心より深謝いたします。 

 
第50回熊本医学検査学会 

学会長 増永純夫 

第50回熊本医学検査学会報告 



  

会員各位                                                           平成 30年 6月吉日                        
一社）熊本県臨床検査技師会 

学術部長 今田 龍市 
              

平成 30 年度 優秀演題賞および若手研究奨励賞受賞者 

紹介について 
 

謹啓 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。去る 6 月 3 日（日）熊本保

健科学大学にて平成 30 年度熊本県医学検査学会が開催されました。本年は、第 50 回の記念学会でもあ

り若い世代の方々の活発な演題発表が多数あり会場は熱気に包まれていました。以下の 3 名の方が見事

に受賞されましたのでご紹介いたします。 
 最後に、学会スタッフおよび学会参加の会員の皆さま、ご協力いただいた業者の皆さま大変お疲れさ

までした。 
                                          謹白 
【優秀演題賞】・・・・・全ての演題の中で最も優秀な演題に対して 

○当院におけるクリオプレシピテートの有用性について     熊本赤十字病院 田中 希歩  

 

【若手研究奨励賞】・・・若手（30歳以下）の中で最も優秀な演題に対して 

○膀胱破裂により尿沈渣に中皮細胞を認めた一症例        熊本中央病院 渡邉 綾華 

○発生機序の違いによる中毒性顆粒の形態学的特徴      熊本赤十字病院 野原 彩有里 

 
受賞者の方へ。受賞おめでとうございます。次のステップである論文に是非、挑戦してみてください。

『くまもと医学検査』への投稿をお待ちしております。 
 
尚、『くまもと医学検査』の 
1.  提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

2. 論文本文および書類の提出期限 

平成 30年 9月 25日（火）厳守 

3. 論文の提出方法 

    ＣＤ－Ｒにて送付 

4. 提出先 

 〒862－0975 熊本市中央区大江 3-2-65  くまもと森都総合病院 

 臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp） 

mailto:imada@k-shinto.or.jp


                            平成 30年 6月吉日 

会員各位 
 
                      一社）熊本県臨床検査技師会 
                         学術部長  今田 龍市 
 

『くまもと医学検査』の投稿論文募集について 
 
  謹啓 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。

現在、『くまもと医学検査』の投稿論文を募集しているところですが、依然とし

て投稿論文が少ない状況にあります。 
年度内の発刊を目指しており、特に県学会での優秀演題賞および若手研究奨

励賞を受賞の方は、是非エントリーをお願い致します。その他の会員の多数の

論文投稿も期待しております。 
また、学術奨励賞につきましては、多くの会員が対象となるように、所属施設

の推薦があれば他の冊子への投稿論文も選考の対象になります。つきましては、

下記の要綱にて、『くまもと医学検査』への投稿と併せて学術奨励賞候補論文へ

の推薦も宜しくお願い致します。        
謹白 

                  記 
 
1.提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

 
2.論文本文および書類の提出期限 

平成 30年 9月 25日（火）厳守 
 
3.論文の提出方法 

 ＣＤ－Ｒにて送付 
4.提出先 

 〒862－0975 熊本市中央区大江 3-2-65  くまもと森都総合病院 
 臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp） 

   ＊論文投稿予定の方は早めにご連絡下さいますようお願い致します。 

mailto:imada@k-shinto.or.jp


平成 30年 7月吉日 

会員各位 

第 6 回熊本県精度保証研修会のご案内 

謹啓、 

例年実施しています「熊本県精度保証研修会」を、下記の日程で開催致します。 

今年度のテーマは、「めざせスペシャリスト!! 認定資格取得でスキルアップ!!」とし、各研究部門  

における認定資格情報と取得・活用をレクチャーしてもらいます。新人の皆さんは、今後の目標設

定のために、今後取得を目指している人には有益な情報取得のために、スペシャリストの奥義を聞

きに来て下さい。多くの参加を希望します。 

 

【開催概要】 

開催日時：平成 30年 9月 29日（土） 13:00～17:30 

開催場所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟３階 第１講義室 

参加費：1000円 

 ≪第一部≫                       （司会）磯崎 将博（天草地域医療センター） 

1. 病理細胞部門（日臨技、日本病理学会） 

認定病理検査技師            立山 敏広（熊本中央病院） 

2. 臨床微生物部門（日本臨床微生物学会） 

認定臨床微生物検査技師について     工藤 康太（熊本中央病院） 

3. 染色体・遺伝子部門（日臨技、日本染色体遺伝子検査学会） 

認定臨床染色体遺伝子検査師について   笹田 景子（熊大附属病院） 

4. 臨床血液部門（日本検査血液学会） 

認定血液検査技師、骨髄検査技師について 津田  勉（熊本赤十字病院） 

≪第二部≫                            （司会）西村 仁志（熊大附属病院） 

5. 生物化学分析部門（日臨技、日本臨床化学会） 

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師について  山内 露子（熊大附属病院） 

6. 輸血細胞治療部門（日本輸血・細胞治療学会） 

認定輸血検査技師について        吉田 賢太（済生会熊本病院） 

7. 臨床一般部門（日臨技） 

認定一般検査技師について        中山 陽平（熊本中央病院） 

8. 臨床生理部門（日臨技、日本超音波医学会） 

                 認定心電検査技師について          佐々 智子（熊本医療センター） 

超音波検査士について          甲斐 万里奈（熊本労災病院） 

9. 臨床検査総合部門（日臨技） 

認定認知症領域検査技師について        新屋敷 紀美代（熊本第一病院） 

特別講演                         （座長）くまもと森都総合病院 今田 龍市 

      「日臨技認定センター資格情報について」（仮） 

       ～臨床検査技師のために必要な認定資格取得に向けて～（仮） 

 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事副会長 

 横地 常広 先生 



平成 30年 7月吉日 

会員各位 

熊本県臨床検査技師会会長 田中信次 

同事業部門長 井島廣子 

平成 30 年度熊本県臨床検査精度管理調査のご案内 

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。 

熊本県臨床検査精度管理調査は、検査精度の品質向上を目的に、熊本県医師会と共同で当会会員所属施

設に限定せず、臨床検査業務を行っている医療施設を対象として実施しております。会員の皆様方に

おかれましては、下記に示します、平成 30年度熊本県臨床検査精度管理調査へ参加いただきますように 

宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 
◇ 熊本県臨床検査精度管理調査実施日程について（詳細は熊臨技ホームページで確認願います） 

１．参加申し込み開始：平成３０年８月１日（水）から 

  参加申し込み締切：平成３０年９月３０日（日）24時 申し込み画面閉鎖 

※本精度管理調査の参加申し込みに当たっては原則インターネットで行います。 

２．調査の手引書とフォトサーベイ集 ：平成３０年１０月１日(月)より Web上で公開予定 

３. 調査試料発送日  ： 平成３０年１０月１６日（火） 

４. 結果報告締切日時 ： 平成３０年１０月３１日（水）２４時 結果回答画面閉鎖 

５．参加費の振込期限 ： 平成３０年１０月３１日（水） 

  ※参加申し込み時に請求書を発行しメールでお送り致します。 

◇ 実施項目内容 

１．基本項目 コースⅠ：①臨床化学（27項目） ②血 液（５項目） ③尿一般 

コースⅡ：③尿一般 

２．オプション項目（①～④の４種類） 

 ①免疫７項目 ②ヘモグロビンA1c  ③輸血３項目 ④フォトサーベイ（６部門） 

◇ 参加料金（税込） 

申込組合せ 参加料金（税込） 
コースⅠ（臨床化学、血液、尿一般）のみ 10,000 円 
コースⅡ（尿一般）のみ 1,000 円 

※オプション項目を 1種類追加ごとに 1,000円追加となります。 

◇ 問い合わせ先 

  熊本県臨床検査精度管理調査  事務局 事業部門担当 

   陣内病院  井島廣子 （電話：096-363−0011） 

 熊本県臨床検査精度管理調査  実務担当 

 熊本大学医学部附属病院  西村仁志 （電話： 096-373-5697） 



                                平成 30年 7月吉日 

会員各位 
                       熊本県臨床検査技師会会長 田中信次 

臨床検査総合部門長 西村仁志 
平成 30 年度 日臨技、熊本県臨床検査技師会主催 

「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」 

開 催 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。 

国民の医療に対するニーズの多様化、複雑化により臨床検査技師の職域も検査室から外来

や病棟へとより患者の身近での検査業務が求められております。日臨技では、各都道府県

技師会から中央講習を受けた企画担当者が中心となり、今年度から、３年間、各都道府県

単位で「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」を開催致します。 

熊本県臨床検査技師会では、今年度、本講習会を開催し、臨床検査技師に他職種業務を周

知させ、もって臨床検査技師のチーム医療への参画及び質的向上を図りたく存じます。 

また、昨年まで開催していた検査説明の講習内容も、この講習会内容に追加して実施する 

予定としています。 

皆様には、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 8月 18日（土）19日（日）  各日 10:00～17:00 

【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】  1,000円 

【募集人数】  先着５０名 

【内  容】  8月 18日（土）        （別紙カリキュラムを参照ください） 
・臨床検査技師が他職種業務を知る意義 

・知っておくべきベッドサイド機器管理 

・知っておくべき患者移送技術 

8月 19日（日） 

・患者心理と家族とのコミュニケーション 

・患者のための検査説明手法と実践 

・知っておくべき薬理 

【申込方法】  以下へメールもしくは FAX でお申し込みください 
熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 

   メール（ h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp ） 

      FAX （096－373－5687） 
※若手技師からベテラン技師まで、奮ってご参加ください。 

※特に患者様との関わりがある部門の技師の方など、奮ってご参加ください。 

【問合せ先】  熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 (TEL 096-373-5697)  

mailto:h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp


【別紙２】

１０：００～１０：１５ １０：１５～１０：４５ １１：４５～１２：４５ １４：４５～１５：００

（１５分） （３０分） （６０分） （１５分）

１日目
開講式
挨　拶

＜ビデオ＞
臨床検査技師

が
他職種業務を

知る意義

8月18日
（土）

熊臨技会長
（田中信次）

講師：日臨技
代表理事 会長

宮島喜文

１２：００～１３：００ １５：００～１５：１５ １６：４５～１７：００

（６０分） （１５分） （１５分）

２日目

【座学】
患者のための

検査説明手法と
実践

閉講式
挨　拶

8月19日
（日）

熊臨技副会長
（福吉 葉子）

休憩

講師：山下大輔
（熊本大学医学部附属病院　ME機器センター）

講師：久保高明
（熊本保健科学大学　リハビリテーション学科　准教授）

臨床検査技師が
他職種業務を知る意義

講師：西村仁志
（熊本大学医学部附属病院）

１２：４５～１３：４５ １３：４５～１４：４５

【実技】
知っておくべき患者移送技術

【座学】
知っておくべき患者移送技術

昼食

研修日程

平成30年度 日臨技、熊本県臨床検査技師会主催

（６０分） （６０分） （６０分） （６０分） （６０分）

研修日程

　　「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」カリキュラム

１６：００～１７：００

【実技】
知っておくべきベッドサイド

機器管理

１５：００～１６：００

【座学】
知っておくべきベッドサイド

機器管理

１０：４５～１１：４５

１５：１５～１６：４５

（９０分）

【座学】
知っておくべき薬理

講師：城野博史
（熊本大学医学部附属病院　薬剤部　准教授）

講師：猪俣啓子
（やました甲状腺病院　検査科長）

【座学】
患者心理と家族との
コミュニケーション

１０：００～１２：００

（１２０分）

１３：００～１５：００

（１２０分）

【グループワーク】
患者のための

検査説明手法と実践

講師：猪俣啓子
（やました甲状腺病院　検査科長）

【実技】
患者心理と家族との
コミュニケーション

昼食 休憩



平成 30 年度日臨技認定センター 

認定救急検査技師制度 第 4 回指定講習会（九州） 

 認定救急検査技師制度単位：5 単位 日臨技生涯教育制度：専門 20 点  

 

テーマ 症候としての発熱とその初期診療 

会 期 平成 30 年 8 月 19 日（日）8：55 ～16 ：30 （受付開始 8：30～） 

会 場 九州大学 臨床大講堂 

内 容 

（敬称略） 

8:30〜 受付 

8:55〜9:00 開講式 

日臨技担当理事  

9:00〜10:00 現代の救急診療の特徴 

 鹿児島大学病院 救命救急センター 副センター長 有嶋 拓郎  

10:00〜11:00 救急外来での感染症とその重症度評価 

鹿児島大学病院 救命救急センター 副センター長 有嶋 拓郎  

11:00〜11:15 休憩 

11:15〜12:00 バイタルサインについて 

枚方公済病院 検査科 薮 圭介 

12:00〜13:00 昼食 

13:00〜14:00 救急検査総論 

京都橘大学 健康科学部臨床検査学科 助教 竹下 仁 

14:00〜15:00 発熱時における検査について（生化学検査と POC検査を中心に） 

鹿児島大学病院 検査部 中村 政敏 

15:00〜15:10 休憩 

15:10〜16:00 感染症発症時の発熱と低体温 

（グラム染色で診る緊急時の病巣と関連検査） 

地方独立行政法人くまもと県北病院機構公立玉名中央病院 診療技術部

副部長 永田邦昭 

16:00〜16:10 閉講式 修了証授与 

日臨技担当理事  

募集人員 100 名 

参加資格 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会員 

受講料 5,000 円 

申込締切 平成 30 年 8 月 12 日（日） 

申込要領 * WEB からの事前受付 

会員専用ページ ⇒ 生涯教育 ⇒ 行事検索 ⇒ 日臨技または支部 講習会を選択 ⇒ 事前登録 

問合せ先 〒143-0016 東京都大田区大森北 4 丁目 10 番 7 号 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 事務局 電話 03-3768-4722 担当：加藤 

宿 泊 受講者各自で手配して下さい。 

主 催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 
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平成 30 年度 日臨技九州支部輸血伝達講習会 
 

テ ー マ  輸血検査の質を担保できる技師育成 輸血検査の質を担保できる技師育成 

研 修 会

開 催 の

目 的  

輸血検査業務の標準化の観点から日本輸血･細胞治療学会との共催で実施した平成29年度 輸

血テクニカルセミナーでの講習会の内容に従い支部指定講習会を実施し、輸血検査の初級者に

対する指導方法の統一化を行い、輸血検査技術の標準化を図ることを目的とする。 

開催日時 
2018 年 9 月 15 日（土）13：00～17：00 

2018 年 9 月 16 日（日） 9：00～16：00 

会場名 

1 日目 佐賀大学医学部 2 階 臨床大講堂 

2 日目 佐賀大学医学部 2 階 第 2 実習室、2 階 第 4 講義室 

    （佐賀県佐賀市鍋島 5 丁目 1-1） 

内  容 

1 日目 講義【輸血テクニカルセミナー2017 の内容に準ずる】 

12：30～ 受付開始 

13：00  開講式 

13：10  講演 1 DVD 視聴 ABO 血液型・RhD 血液型検査の注意点と 

異常反応時の考え方 

東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 輸血室  板垣 浩行 先生  

 

13：45  講演 2 代理講演 不規則抗体検査－抗体同定までのポイント－  

熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部  福吉 葉子 先生  

 

14：20  休憩（20 分） 

 

14：40  講演 3 DVD 視聴 交差適合試験陽性時の対応 

福島県立総合衛生学院 教務部 臨床検査学科  安田 広康 先生 

 

15：15  講演 4 DVD 視聴 医療機関と血液センターの相互理解の重要性 

福岡県赤十字血液センター 学術課  東谷 孝徳 先生 

 

15：50  講演 5 輸血部門が知っておくべき輸血検査に影響する 

                        分子標的治療薬について 

東邦大学医療センター大森病院 輸血部  奥田 誠 先生 

16：25  情報提供   

日本赤十字社 九州ブロック血液センター 学術情報課 井上 純子 先生 

16：45  実技の説明 

17：00  1 日目終了  ※情報交換会へ参加される方は各自移動をお願い致します。 
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2 日目 実技【輸血テクニカルセミナー2017 の内容に準ずる】 

9：00 実技の説明 

9：05 実技開始 

    1) 血液型検査 

2) 直接抗グロブリン試験 

3) 抗体解離試験 

4) 抗体同定試験 

5) カラム凝集法による血液型検査 

14：20 実技解説 

      久留米大学医療センター 臨床検査室 天本 貴広 先生 

      九州大学病院 検査部 青木 香苗 先生 

      佐賀大学医学部附属病院 検査部 山田麻里江 

15：50 修了書授与、閉講式 

募集人数 50 名（講義と実技共に受講） 

対象者 

各都道府県技師会ならびに各施設において、指導的立場として本指定講習会で学んだ輸血検査

の基礎的知識ならびに輸血検査技術の普及に寄与していただける臨床検査技師 

※輸血検査業務経験 5 年以上、もしくは認定技師または地域・院内の指導的立場の方が対象 

（上記対象以外の方は相談に応じます） 

受講料 
会員 7,000 円  非会員 17,000 円 

※日臨技事業のため、各都道府県臨床検査技師会のみの方は非会員扱いになります。 

申込み要領 

日臨技ホームページにて事前参加登録を行ってください。 

① 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp/）→会員専用ページにログインする。 

② 参加申請の事前参加申込より「平成 30 年度日臨技九州支部輸血伝達講習会」を選択し、

事前登録を押す。 

③ 必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。登録完了。 

④ 登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。 

 

※諸事情により日臨技ホームページによる参加申込みができない方は、①会員番号、②氏名、

③カナ氏名、④メールアドレス（受領メール受信用）、⑤施設名・所属、⑥施設郵便番号・住

所、⑦電話番号、⑧輸血検査経験年数、⑨情報交換会参加の有無、⑩2 日目のお弁当の有無、

⑪抗体解離試験実施経験の有無 を記入の上、E-mail もしくは FAX にて下記問合せ先までお

申し込みください。その場合は、タイトル名に必ず「輸血伝達講習会申込」と入力してくださ

い。メール受信後、1 週間以内に受領メールが届かない場合は下記までご連絡下さい。 

募集期間 平成 30 年 7 月 2 日（月）～平成 30 年 8 月 20 日（月）（先着順 定員になり次第締切） 

入金締切 平成 30 年 8 月 20 日（月） 
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入金先 

＜ゆうちょ銀行からお振込みの場合＞ 

総合口座 【記号】17710 【番号】19046781 

【口座名】平成 30 年度日臨技九州支部輸血伝達講習会 

 

＜他金融機関からお振込みの場合＞ 

【店名】七七八（読み ナナナナハチ） 

【店番】778 【預金種目】普通預金 【口座番号】1904678 

 

※本人確認のため、振込人名には「送金番号氏名カナ」を必ず入力してください。 

「送金番号氏名カナ」での入金がない場合は、会員確認できず入金処理ができません。 

※送金番号・・・〔行事コード下 5 桁〕+〔事前受付番号〕 

※振込み手数料は受講者負担にてお願い致します。 

問合せ先 

〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島 5 丁目 1-1 

佐賀大学医学部附属病院 検査部 山田麻里江 

TEL：0952-34-3257（直通）  FAX：0952-34-2027 

E-mail：yamadam2@cc.saga-u.ac.jp 

必要物品 

受講票、白衣、タイマー、マジック、筆記用具、試験管立て、カラム凝集法で使用する可変式

マイクロピペット（10μｌ～50μｌの分注が可能なもの、チップ 10 本程）、検査用手袋など実

習に必要なもの 

宿 泊 必要な方は各自で手配してください。 

生涯教育 

研修課程 
専門教科 30 点 

主 催 日本臨床衛生検査技師会 

共 催 日本輸血・細胞治療学会 

担 当 佐賀県臨床検査技師会 輸血研究班、福岡県臨床衛生検査技師会 輸血細胞治療部門 

備 考 

1 日目終了後に情報交換会を予定しております。 

  場所：佐賀大学医学部会館（食堂） 

  会費：2,000～3,000 円（当日徴収いたします） 

2 日目昼食のお弁当を 500 円で事前に受け付けます（当日徴収いたします）。 

諸注意 
・事前に連絡なく、当日欠席された方への受講料の払い戻しは致しません。 

・講習会当日の緊急連絡先は 0952-34-3945 までお願いします。（当日以外は利用不可です！） 
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佐賀大学医学部附属病院への交通アクセス 

 

 

 

※佐賀大学医学部附属病院ホームページ：

https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/ifriendly/ipad/access/index.html 

 

ＪＲ佐賀駅から 

タクシー（約 15 分）：佐賀駅北口から乗車 

バス（約 25 分）：佐賀駅バスセンター「2 番乗り場」（乗車）→佐賀大学病院（降車） 

            ・50 番（神野公園・佐賀大学病院） 

・51 番（卸センター・佐賀大学病院） 

 

佐賀大和インターから 

自動車（約 15 分） 

 ※駐車場：佐賀大学医学部附属病院外来駐車場をご利用ください。 

割引処置をいたしますので、駐車券を受付にご提出ください（割引処置で 100 円／日）。 

 

 

 

https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/ifriendly/ipad/access/index.html
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佐賀大学医学部鍋島キャンパス 

 

 

 

※佐賀大学医学部鍋島キャンパス：

https://www.saga-u.ac.jp/gaiyo1/campusmap/nabeshima.html 

 

※自動車でお越しの方は、佐賀大学医学部附属病院外来駐車場をご利用ください。 

 割引処置をいたしますので、駐車券を受付にご提出ください（割引処置で 100 円／日）。 

 

 

 

https://www.saga-u.ac.jp/gaiyo1/campusmap/nabeshima.html


平成 30年 7月吉日 

会員各位 

臨床生理部門 

部門長 吉田 健一 

第 3 回災害時における DVT エコー検査研修会のご案内 

謹啓 

盛夏の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

昨年に引き続き、臨床生理部門では、災害等における非常事態に備え、技師会に出動要請

があった際に、迅速かつ的確な技師の派遣ができるよう、上記研修会を企画しました。 

今年度は 1回のみの開催となります。興味のある方はぜひご参加ください。 

会場の都合上、事前登録制となります。 

参加ご希望の方は、内容・申込要領をご確認の上、E-mailにてご登録をお願い致します。 

謹白 

 

記 

≪日 時≫ 平成 30年 8月 26日(日)  13：30 ～ 16：30 (13：00 ～ 受付開始) 

≪場 所≫ 熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 

≪参加費≫ 講義のみの参加 無料、ハンズオンまで参加 会員 1000円 (非会員 4000円) 

≪定 員≫ 35 ～ 40名程度 

 

～ プ ロ グ ラ ム ～ 

司会：熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一 

◎13：00 ～ 13：30『受付』 

◎13：30 ～ 13：40『開会のあいさつ』        熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一 

◎13：40 ～ 14：30『災害時における DVTエコー検査の基礎と新ガイドラインについて』 

熊本大学医学部附属病院 中央検査部 今村 華奈子技師 

◎14：30 ～ 14：40『質疑応答』 

◎14：55 ～ 16：30『災害時におけるDVTエコー検査のハンズオン(初心者対象)』 

≪実技講師≫今村(熊大)、戸田(熊大)、﨑田(熊大)、芳之内(熊大)、塩津(熊大) 

  

≪申込要領≫E-mailでお申し込みの際は、「氏名」「所属施設名」「技師会会員番号」「ハン

ズオンへの参加の有無」を記載してください。応募者多数の際は先着順とさせて頂きます。

送信後、1週間経っても返信がない場合は、お手数ですが熊本労災病院 中央検査部 吉田

(0965-33-4151、PHS7366)までご連絡ください。  

 

【連絡先】熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一  

E-mail：ykecho@kumamotoh.johas.go.jp 

【申込締切】平成 30年 7月 31日(火) 



平成 30 年７月吉日 

会員各位 

臨床生理部門活動報告 
部門長 吉田 健一（熊本労災病院） 

 

盛夏の候、皆様におかれましては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、平成 30 年 5 月 26 日（土）に、技師会の活動としまして、熊本県下の施

設で生理検査に従事する技師を対象に、上乃裏通りにある『壱乃倉庫』にて意見交換会を行いま

した。 

 

この会は、 

◎研究班と技師会員の交流 

◎会員同士の横の繋がりを作り、相談しやすい環境を作る 

◎施設間・地域間での情報格差を解消する 

（勉強会の案内はニュース版で行っていますが、メーカー等が主催する研修会・セミナーの情報は、

熊本市外の施設や小規模施設には行き渡っていないという声があります） 

以上を目的として開催し、当日は 70 名程の技師が集まりました。生理担当という事で、日赤健康

管理センターの田中会長にもご参加いただきました。 

 

その際に、情報を共有する手段として『熊臨技臨床生理部門』という LINE グループを作成しまし

た。同意を頂いた方のみ登録していただき、6 月 1２日時点で 71 名の参加があります。 

このツールを用いて、少しでも多くの会員の満足度が上がればと考えています。 

 

このような意見交換会は初めて企画しましたが、うれしいことに若い技師の方からベテランの技師

の方まで多くの方にご参加いただき、大変盛り上がりました。この会に参加したことで、何か一つ

でも得るものがございましたら幸いです。是非、今後も継続していけたらと考えています。 

 

以上、臨床生理部門の活動報告でした。 

今後とも、我々の活動にご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

＊大変申し訳ありませんが、写真を撮るのを忘れていました。 

 

 



 

 

平成 30 年 6 月吉日 
会員各位 

熊本県臨床検査技師会 
県南（人吉・球磨）地区理事 嶋原裕美 

 
 

人吉・球磨地区研修会のご案内 
 
 
謹啓 
各会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、現在人吉・球磨地区では、保健所を中心に各医療団体や市町村と連携

して糖尿病の予防に力を入れているところです。今回、糖尿病についての研修

会を下記の通り開催いたします。糖尿病とその検査について改めて学ぼうとい

う趣旨で基礎的な内容となっています。御多忙中とは存じますが、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 7 月 27 日（金） 18：30～19：30 

【場所】   球磨病院 7 階 研修室 

【参加費】 会員 無料（非会員 3,000 円） 

【講演】  『糖尿病と検査』 

講師 三枝 祐介 先生 

アークレイマーケティング株式会社  
福岡セールス＆サービスオフィス 学術担当 

 
 
ご質問等ございましたら球磨病院臨床検査科 嶋原までご連絡ください。 

連絡先 tel： 0966-22-3121      
Mail： km-labo@soshundo.jp 

 
以上 



平成 30 年 6 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(遺伝子部門)のご案内 

 
謹啓 
 新緑の候、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。 
結核は年間約 1040 万人罹患し、170 万人が死亡する世界 10 大死因のひとつに挙げられ

ます。検査法としては、高い診断能をもつ喀痰の遺伝子検査が徐々に普及し始めており、

平成 29 年 1 月より DO23 微生物核酸同定・定量検査「8」結核菌核酸検出(410 点)に「核

酸増幅とキャピラリ電気泳動分離による検出を組み合わせた方法」が追加され、遺伝子検

査がさらに注目されています。今回は、遺伝子検査だけではなく結核症についても詳しく

解説していただきます。 
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 30 年 7 月 19 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：｢結核症の現状とμTAS を用いた遺伝子検査システム｣ 

   講師：濱田 貴俊先生 

( 富士フィルム和光純薬株式会社臨床検査薬営業本部 営業推進部 ) 

ご不明な点がございましたら天草地域医療センター 磯崎までご連絡ください。 
連絡先  Tel:0969－24－4111 

Mail:( labo@amed.jp) 



第 15 回荒尾市健康福祉まつり    出動者及び活動報告 
 
○日時：平成 30 年 6 月 2 日（土）3 日（日） 
○会場：荒尾総合文化センター 
○主催：荒尾市地域保健医療福祉推進協議会 
    荒尾市健康福祉まつり実行委員会 
 
『第 15 回荒尾市健康福祉まつり』が荒尾総合文化センターにて今年も開催されました。 
前日 2 日（土）は午後より会場設営及び血糖検査と心電図検査の準備を行いました。 
当日 4 日（日）は晴天で天候にも恵まれ、血糖検査 320 名、心電図検査 132 名と今年も例

年通り多くの来場者の方が検査技師会のコーナーに足を運んで下さいました。また、専門

医の医学相談コーナーもあり、皆さんご自身の健康状態を再確認されていました。 
 
【 6 月 2 日（土） 12：30～16：30 荒尾総合文化センター 】  11 名 
前日準備：会場設営、血糖検査・心電図検査準備 
 
石橋浩三 永瀬博 福田直子 西田志保 髙野愛  
河野真吾 山崎芳満 池内尚貴 緒方遥 末廣紀子 東絵里奈（荒尾市民病院） 
 
【 6 月 2 日（日） 9：00～17：00 荒尾総合文化センター 】   9 名 
健康福祉まつり：血糖検査・心電図検査、後片付け 
 
受付・案内）永瀬博 （荒尾市民病院） 
血糖）河野真吾 山崎芳満 （荒尾市民病院） 
   平川雄貴 （荒尾脳神経外科医院） 霍田進 （有働病院） 
心電図）緒方遥 竹田仁美 池島桂子 東絵里奈 （荒尾市民病院） 
 

 



番号 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実技

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

10月未定 熊本市 遺伝子部門研修会 複数分野の遺伝子検査 検体検査 専門 20
10月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波基礎工学　～超音波検査士認定試験対策～ 生体検査 専門 20
10月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 症例検討会（グループディスカッション） 検体検査 専門 20
10月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 遺伝子・血液部門合同研修会　～血液腫瘍を中心に～ 検体検査 専門 20
10月11日 熊本市 臨床一般部門研修会 認定一般検査技師試験対策 検体検査 専門 20
10月25日 熊本市 病理細胞部門研修会 MIB-1、Her-2の精度管理 検体検査 専門 20

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

　平成30年8月～平成30年10月 熊臨技生涯教育委員会
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