
平成 30 年度 第 3 回熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録 
日 時： 平成 30年 6月 21日（木）19：00 ～21：00 

場 所： 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 カンファレンスルーム 

（熊本市中央区本荘 1-1-1、TEL：096-373-5607、FAX：096-373-5687） 

出席者： 田中、松本、福吉、今田、逢坂、西村、野中、大塚、富田、井島、竹内、田上 

  欠席者：  なし 

 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係：日臨技定時総会（6/23）田中参加予定。H30 年度の初級職能開

発研修会は九州支部会議（8/4開催）で調整の上、決定する（各支部単位で 1～2県での開催）。第 6回熊

本県制度保証研修会に横地副会長が講師として派遣される。熊臨技関係：法人化 30 周年創立 65 周年記

念式典（6/2）66名参加。第 50回熊本県医学検査学会（6/3）372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 法人報告書について 

   ・広報（富田）：ニュース版の発行･発送、 

   ・組織（竹内）：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（井島）：精度保証研修会について（学術部合同開催） 

   ・学術（今田）：くまもと医学検査投稿依頼、部門長・学術部門会計担当者会議の開催準備 

・生涯教育（大塚）：生涯教育研修会等の開催・参加登録  

   ・経理（田上）：通常経理報告 

・特別事業（西村）：法人報告書（6/30締切） 現在、作成中。  

 3、6月 2日（土）あじさいセミナー参加 28名、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 38名、懇親会 44名 

4、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月 6日・7日 

演題：延長 6月 15日（金）  抄録： 平成 30年 4月 2日（月）～ 6月 29日（金） 

5、 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) 

6、熊本シティエフエム「健康サロン」 

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

 7、日臨技総会 H30.6.23 議決権行使実施率（熊本県 43％：6/15現在） 

 8、九州支部会議 H30.8.4（土） 福岡 八仙閣 H30.10.5（金）大分 

 9、健康フェスティバルの催事（H30.10.21）について  

医専連事務局より、提出した企画（肝炎ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、乳がん触診、職業紹介）以外に血管年齢、骨密

度測定を依頼された。今年度より本催事が再開されるが、予算の都合上、弁当等の手当てもないこと

から、熊臨技としてもスタッフの派遣には慎重にならざる得ない状況である。協議の結果、肝炎ｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰ、職業紹介、血管年齢測定を実施することとした。スタッフは 12名程度を予定し、ニュース版で

募集する。 

10、全国検査と健康展  次回の常務理事会で検討する 

11、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 

12、その他 

   

＜協議事項＞ 

 1、各部引継ぎ作業について 



   各部で順次実施中である。 

 2、九臨技部門長推薦について 

九州支部部門長に熊臨技から津田技師（日赤 SRL）を推薦する。また、部門員は各部門長に打診す

る。近日中に部門長宛に依頼状を送付する。 

 3、会員名簿発行について 

   今年度の事業として名簿の発行を予定している。現在、編集作業中であるが、個人情報の取り扱

いから他団体（放射線技師会等）では印刷を控えるなどの措置がとられている。熊臨技の会計で

も赤字が続いていることから発行については再考すべきとの意見があった。協議の結果、発行費

やデータの活用方法を含め今後検討することとなった。但し、名簿発行調査は継続して行う。 

  4、地区懇談会について 

   第 51回熊本県医学検査学会は水俣市を中心に計画中である。地元の技師と理事との情報の共有を

目的に懇談会（講演会）を企画する。日程（10月？）を麻生技師（水俣市総合医療センター）に

打診する。 

4、第 54回日臨技九州支部 医学検査学会 について 

  常務理事が実行委員を兼ねる。役割分担は以下の通りに決定した。 

  学会長 田中会長   

実行委員長 福吉副会長   

事務局長 松本副会長 

  総務 野中  

 学術 今田（講演・特別企画 井島、シンポジウム 大塚、一般演題・座長 竹内）    

  展示・施設 西村、逢坂 

  広報 富田 

  会計 田上 

  各部の委員は理事及び自施設の技師を含めて次回の実行委員会までに選出することとなった。 

5、都道府県技師会リーダー育成研修会について 

  熊臨技の事業として今年度に実施することは決定しているが、内容や日程を含めて日臨技研修会

参加者（逢坂技師、井島技師、野中技師、田上技師）で検討する。 

6、熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクトについて 

  熊大循環器内科および中央検査部から標記について協力依頼（趣意書、概要説明書、アンケート

用紙添付）があった。主な目的は心血管エコー検査の実態把握で、最終的には県内の検査品質の

均てん化を目指す。まず、県内の施設長宛にアンケート調査を実施する。また、松井熊臨技顧問

より精度管理調査の状況（参加数や是正の有無など）の開示依頼もあり、協議の結果、熊臨技も

協力することとなった。 

7、その他 

 第 2回九州 CVTの会（11/4 福岡）、第 17回未病臨床検査セミナー（12/8 福岡）ともに名義後

援依頼があり、協議の上、承認した。また、第 14回熊本 TDM研究会（8/31 熊本）の共催依頼も

承認した。 

 今年度の部門長および会計担当者との話し合いを計画した。これは熊臨技会計の長年に亘る赤字

体制を見直し、執行部と各部門による予算立て、計画的支出を目指すためである（7/17 19時～予

定）。 

         

 



平成 30 年度 第 4 回熊本県臨床検査技師会常務理事会議事録 
日 時： 平成 30年 7月 10日（火）19：00 ～21：30 

場 所： 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 カンファレンスルーム 

（熊本市中央区本荘 1-1-1、TEL：096-373-5607、FAX：096-373-5687） 

出席者： 田中、松本、福吉、今田、逢坂、西村、野中、大塚、富田、井島、竹内、田上 

  

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係 平成 30年度初級・職能開発講習会を開催（支部単位で 1～2県）

熊臨技関係 熊本県医療・保健・福祉団体協議会 福吉副会長を役員として推薦、日本臨床検査技師連

盟支部長に瀧口巌氏を推薦  

 2、各部報告 

   ・総務（野中）：日臨技及び他団体等との連絡、会員動向について 

   ・広報（富田）：ニュース版の発行･発送 

   ・組織（竹内）：会員名簿発行準備中 

   ・渉法（逢坂）：平成 30年度賛助会員募集 発行誌広告募集 

   ・事業（井島）：精度保証研修会（学術部合同開催）、精度管理調査計画 

   ・学術（今田）：部門会計処理資料作成・くまもと医学検査への投稿依頼 

   ・生涯教育（大塚）：生涯教育研修会等の開催・参加登録  

   ・経理（田上）：通常経理報告 

・特別事業（西村）：法人報告書提出（6/29）  

 3、日臨技総会（6/23） 議決権受領率 熊本県 57.57％（40位 全体 59.53％） 

 4、検体採取等に関する厚労省指定講習会受講状況 熊本県 71.6％ 

 5、九臨技部門長推薦 9部門承認 

 6、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月 6日・7日 

7、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 

   地区懇談会を計画中 

8、熊本シティ FM「健康サロン」（12/19 ｱﾙｺｰﾙ遺伝子：笹田技師、12/26 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ：逢坂理事） 

 9、九州支部会議 H30.8.4（土）八仙閣、 H30.10.5（金）田中、松本、野中、西村参加予定 

 10、健康フェスティバルの催事（H30.10.21） 血管年齢測定、肝炎について、職業紹介を予定。 

11、全国検査と健康展（2か月前に、詳細な書類提出） 11/25に開催、場所は未定。 

12、その他 

 

＜協議事項＞ 

 1．広報部より経費削減について 

  経費削減案として①ニュース版のページ数の削減、②ホームページの活用、③広報誌郵送費削減が

提案された。協議の結果、ニュース版のイベント案内は基本 1ページまでとし、編集過程によっては

圧縮し、ページ数を削減する。また、ホームページを活用するために、内容を一新し、活動報告や研

修会の申込みが出来るように検討する。有料配送（ヤマトメール便）の施設には業者による発送を促

すこととなった。さらに希望に応じて発送部数を削減するなど検討を重ねることとなった。 

 2、経理部より部門会議などに発生する交通費について 

  会議や月例会で発生する交通費について、各部門により交通費の支出に差があることから再度確認

することとなった。資料作成代や行動費は重ならないように支出し、出来るだけ会議は定例会の終了



後に行うなど交通費の支払いが発生しないように計画する。また実技講習会など実習を伴う場合には、

受益者負担の観点から必ず参加費を徴収し（但し上限 3000円）、収支が完結するように（人件費や諸

経費を差し引いて０円となるように）する。そのためにメーカーと共催もしくは協賛も可能である。

これらのことを部門長および会計担当者へ周知する。 

 3．都道府県技師会リーダー育成研修会について 

  日臨技主催のリーダー育成研修会参加者より提出された企画書を元に協議した。期日は平成 31年 1

月 20日（日）とし、日臨技に講師派遣依頼を行う。また、メーカー（ジョンソン・エンド・ジョンソ

ン）にも講師を依頼し、中堅技師を対象に次世代リーダーの育成を図る。参加費は 1,000円（昼食代

込）とし、熊本保健科学大学で行う。募集人数は 20名程度とする。 

 4.精度保証研修会後の部門対抗ボーリング大会および懇親会について 

  今年度より精度保証研修会と学術部講演会が同時開催（9/29）されることから、これまで研修会後

に行っていた部門対抗ボーリング大会をどうするか検討した。その結果、今回は中止とし、意見交換

会（懇親会）のみ開催する。なお、本研修会には横地日臨技副会長が参加される予定。 

5、熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクトについて 

 松井熊臨技顧問と熊大循環器科、熊臨技執行部および部門（臨床生理）によるミーティングを 7/18

に熊大カンファレンスで行う。内容はアンケート調査の実施について。 

 

以上 

        

 

 



会長挨拶 

一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

会 長  田中 信次 

この度、増永前会長の後任として熊臨技会長に選出されました田中信次でございま

す。新役員を代表してご挨拶を申し上げます。 

 

 平成と名前がつく最後の年となります３０年度は２年に 1 度の役員改選の年でした。

役員推薦委員会で提案され、６月３日に開催されました総会および理事会で承認され

た会長、副会長を含む理事３０名・監事２名の新しいメンバーでの船出となりました。 

前任の理事・常務理事の皆様には、熊臨技の活動ならびに発展に多大なるご尽力を

いただき心より感謝申し上げます。特に通年の事業に加えて熊臨技法人化 30 周年・

創立 65 周年記念式典があり、役員の皆様は大変ご苦労されたものと推察いたします。

会員数が現在 1200 名を超える団体へと発展してまいりましたのも、今までの会員や

役員の皆様の努力の賜物と重ねて感謝申し上げます。このような立派な実績を維持

し、さらに発展させていくことが私たち新役員の務めであると肝に銘じ、これからの 2

年間を頑張ってまいる所存です。 

  

日臨技からは例年行われております「全国検査と健康展」や「初級・職能開発講習

会」、を開催するよう要請が来ております。さらには、「ニューリーダー育成研修会」の

開催も重要な事業と位置づけられ、今後、都道府県技師会で養成を行うよう指示が

出ております。このように日臨技と連携し新しい事業を展開していくことも、今後の課

題であります。また、平成 31 年度には第 54 回日臨技九州支部医学検査学会が熊本

県担当で行われる予定です。会員および賛助会員の皆様にも今まで以上のご支援、

ご協力をお願い申し上げます。 

 



                            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 8 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 

主    催：熊本県医師会、一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 

参 加 費：1000 円 

【プログラム】 

13:00～13:05  開会の挨拶                    熊臨技会長 田中 信次 

≪第一部≫                      （司会）磯崎 将博（天草地域センター） 

13:05～13:20 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） 

13:20～13:35 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） 

13:35～13:50 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） 

13:50～14:25 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） 

14:35～14:50 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） 

14:50～15:05  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） 

15:05～15:20 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） 

15:20～15:55 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） 

15:55～16:10  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） 

16:20～17:20  ≪ 特別講演 ≫            （座長）くまもと森都総合病院 今田 龍市 

           「人材（財）育成を考える」 

             〜日臨技が目指す臨床検査技師のあり方〜 

                   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 

17:20～17:30   閉会の挨拶                 熊臨技副会長  福吉 葉子 



＜平成 30 年度熊本県臨床検査精度管理調査のご案内＞ 

◇ 熊本県臨床検査精度管理調査実施日程について 

１．参加申し込み開始：平成30年8月1日（水）～ 9月30日（日）24時Ｗｅｂ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ってください。 

＜参加申し込み方法＞ 

熊本県臨床検査技師会のホームページ(http://kuma-amt.or.jp) 

熊本県医師会のホームページ “専用バナー”  からアクセスしてください。 
同時に、実施要領のファイルをダウンロードして内容を確認してください。 

２．調査の手引書とフォトサーベイ集 ：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Ｗｅｂ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発行 

◇ 実施項目内容 

１．基本項目（コースⅠ、コースⅡ） 

 ①臨床化学（27項目）GLU,T-Bil,Na,K,Cl,Ca,IP,Fe,Mg,TP,ALB,BUN,CRE,UA,T-CHO,TG,HDL-C, 

LDL-C,CRP,AST,ALT,ALP,LD,CK,γ-GT,AMY,CHE 

 ②血 液（５項目）白血球数,赤血球数,ヘモグロビン値,ヘマトクリット値,MCV,（血小板数：参考） 

 ③尿一般 尿定性検査（蛋白・糖・潜血）、尿蛋白定量、尿糖定量 

２．オプション項目（①～④の４種類） 

 ①免疫７項目： ＨＢｓ抗原定性・定量,ＨＣＶ抗体定性・定量,CEA、AFP、PSA、Ferr、TSH、 

 ②ヘモグロビンA1c 

 ③輸血３項目：血液型、交差試験、不規則抗体 

 ④フォトサーベイ（６部門） 

【血液】血液形態【尿一般】尿沈渣、脳脊髄液など【輸血】凝集像【微生物】グラム染色、設問文から

の菌推定など 【生理】心電図、肺機能、超音波、筋電図【病理細胞】フォト＆症例 

◇ 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 

コースⅠ + オプションを 1 つ～4 つ追加 11,000 円～14,000 円 

コースⅡ + オプションを 1 つ ～ 4 つ追加 2,000 円 ～ 5,000 円 

  （注）※登録衛生検査所はコースⅠが 20,000円 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  

   陣内病院 井島廣子 (096-363−0011） 

熊本大学医学部附属病院 西村仁志( 096-373-5697） 

http://kuma-amt.or.jp)/


「平成 30 年度認知症対応力向上講習会Ｂ」（熊本県） 
 

＜ 開 催 案 内 ＞ 
 

【主  催】一般社団法人熊本県臨床検査技師会、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

【開催日時】平成 30年 11月 17日（土）13時 00分～17時 00分（受付 12：30より） 

11月 18日（日） 9時 00分～15時 00分 

【会  場】熊本大学医学部附属病院 山崎記念館 １階研修ホール 

【カリキュラム】（計 500分） 

コマ時間 テーマ 進行 

60分 

神経心理学的検査総論 

～認知症疾患医療センター、物忘れ外来、認知

症スクリーニングで主に活用される検査～ 

★講師：国立長寿医療研究センター 

もの忘れセンター長 櫻井孝 

60分 
ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム

検査総論 

★講師：鳥取大学医学部教授  

日本認知症予防学会理事長 浦上克哉 

90分 
ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム

検査の実習 
企画担当者が進行 

60分 ＡＤＡＳ検査総論 

★講師：鳥取大学医学部附属病院神経内科鳥取県

基幹型認知症疾患医療センター 

臨床心理士 浜田実央 

30分 ＡＤＡＳ検査の実習 企画担当者が進行 

45分 ＴＤＡＳ検査総論 
★講師：鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座

助教 河月稔 

45分 ＴＤＡＳ検査の実習 企画担当者が進行 

60分 
その他の簡易スクリーニング検査総論～道路

交通法改正もふまえて～ 
★NPO高齢者安全運転支援研究会中村 拓司 

50分 その他の簡易スクリーニング検査の実習 企画担当者が進行 

※適宜休憩を設定します。カリキュラム開始前に「本事業の意義と目標」ビデオ視聴 9分があります。 

※講師欄に★マークのものはビデオ視聴講座となります。 

【受講資格】 

・日臨技所属会員であること（必須） 

・都道府県臨床（衛生）検査技師会所属会員であること（必須） 

・検体採取等に関する厚生労働省指定講習会を修了していること（必須） 

【募集定員】最大 15 ～ 30名（申込期限：平成 30年 9月 1日～10月 31日 先着順） 

【受 講 料】3,000円（受講料は当日受付で徴収いたします） 

【修 了 証】日臨技生涯教育研修制度 一般教育研修課程 専門教科 20点 

認定認知症領域検査技師制度 20点  （熊臨技が修了証を発行いたします） 

【事前参加申込】 

日臨技ホームページ会員専用サイト、事前参加申し込みより「認知症対応力向上講習

会 B」（熊本県）をお申し込みください。登録したメールアドレスに受付完了のメール

が届きます。 

  ※日臨技 HPより申し込みができない方は問い合わせ先へ E-mailにて申し込み下さい。 

＜問い合わせ先＞ 

 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村仁志 

   電話（ 096-373-5697 ） メール（ h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp ） 

  ※会員証での受付となりますので、必ず会員証をご持参ください。 

   ※車でお越しの場合は、熊本大学医学部附属病院 駐車場 をご利用ください。 

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


平成 30 年度 熊本市民健康フェスティバルスタッフ募集 

 
平成 28 年熊本地震の影響により休止となっていました熊本市民健康フェスティバ

ルが２年ぶりに開催されることとなりました。１日開催のため規模を縮小した形には

なりますが、当会もいくつかの企画を準備いたしました。つきましてはご協力いただ

けるスタッフを募集いたしますので、会員の皆様の積極的な参加をお願い致します。 
 

記 
日 時：平成 30 年 10 月 21 日（日） 8：30～16：30（予定） 
会 場：熊本市総合体育館（大体育室） 

 
事業内容 

1）肝炎コーディネーターによる肝炎の啓蒙と相談 
2）血管年齢測定 
3）臨床検査技師職業紹介 

 
募集（予定）人数 
 ①血管年齢測定 8 名  ※経験は問いません 
 ②受付・誘導  2 名 

 
申込方法 

  氏名・勤務先・連絡先（TEL）・希望の業務（上記①または②）を明記のうえ、E-Mail
にてお送りください。 

 
申込先 
熊本県臨床検査技師会 渉外法規部  
熊本中央病院 逢坂 珠美  

Tel    096-370-3111(内線 1515) 
E-Mail  kensa@kumachu.gr.jp  

※件名に “健康フェスティバルスタッフ申込み” とお書きください。 
 送信後１週間たっても返信がない場合はお手数ですが電話でご連絡ください。 

募集受付期間  平成 30 年 8 月末日 

      
※出勤者は、生涯教育点数（組織活動） 20 点の対象となります。 

mailto:kensa@kumachu.gr.jp


平成 30 年 8 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 田中 信次 
組織部 竹内 保統 

 

『部門の集い（意見交換会）』のご案内 

初夏の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、第 6 回熊本県精度保証研修会に引き続き『部門の集い』と称し、懇親会を下記

のごとく開催致します。スペシャリスト、スキルアップの話は元より学術部研究部門

の垣根を越えて会員の皆様と和気藹々とお話できればと考えておりますので、多数の

ご参加をお願い申し上げます。 
記 

日 時：平成 30 年 9 月 29 日(土) 18:30～（2 時間程度） 
会 場：下通り付近のお店を予定しております。 
会 費：4,000 円程度の予定です。 
申込み：下記、取り纏め役さんへご連絡下さい。 
        研究部門以外からのご参加は下記 竹内宛に申し込み下さい。 
締 切：平成 30 年 9 月 7 日(金) 

詳細が決まりましたら、改めて御案内をさせて頂きます。 
＜部門＞       ＜取り纏め＞ 
病理細胞部門     ：遠山亮佐 くまもと森都総合病院    TEL 096-364-6000 
臨床一般部門    ：中山陽平 熊本中央病院          TEL 096-370-3111 
輸血細胞治療部門  ：吉田雅弥 熊本赤十字病院        TEL 096-384-2111 
臨床血液部門    ：津田 勉 SRL（日赤）            TEL 096-384-2111 
生物化学分析    ：山内露子 熊本大学医学部附属病院   TEL 096-373-5712 
臨床生理部門     ：吉田健一 熊本労災病院        TEL 0965-33-4151 
臨床微生物部門   ：磯崎将博 天草地域医療センター    TEL 0969-24-4111 
染色体・遺伝子部門  ：笹田景子 熊本大学医学部附属病院   TEL 096-373-5712 
臨床検査総合部門  ：西村仁志 熊本大学医学部附属病院   TEL 096-373-5697 
各取り纏めの方にお願い致します。お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、参

加申し込みを取り纏めて頂き、担当の竹内までメールでご連絡をお願い致します。 
一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 組織部 

熊本医療センター 臨床検査科：竹内保統（TEL：096-353-6501 内線 3313） 
E-mail y-takeuchi@kumamed.jp 

mailto:y-takeuchi@kumamed.jp


平成 30 年 8 月吉日 
会員各位 

臨床生理部門 
部門長 吉田健一 

心エコー・腹部エコーハンズオン研修会のお知らせ 
謹啓 会員の皆様に於かれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
臨床生理部門では、上記研修会を下記の通り企画いたしました。 
内容としましては、各領域の講義 1 時間、ハンズオン 4 時間程度を予定しています。 
この研修会は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。 
応募者多数の場合は、抽選の上参加者を決定させていただきますのでご了承ください。 
どうぞよろしくお願い致します。 

謹白 
 

記 
 
【日時】 平成 30 年 9 月 30 日（日）9：00 ~ 15：30 予定 
【会場】 熊本保健科学大学 
【会費】 講義のみの参加 無料、ハンズオンまで参加 会員 1500 円 (非会員 4500 円) 
【定員】 心エコー・腹部エコー：それぞれ 20 名程度 

 
【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（心エコー・腹部エコー）」を記載してください。 
 
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。 
 
【申込先】   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 8 月 31 日（金） 
 

以上 

mailto:ykecho@kumamotoh.johas.go.jp


平成 30 年 8 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、極東製薬工業株式会社 

平成 30 年度第 2 回臨床微生物部門実技講習会のお知らせ 

 

謹啓 

猛暑の候、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。 

さて、臨床微生物部門では日常検査の技術向上を目的とした実技講習会を下記の日程で

開催いたします。今回はグラム染色から寄生虫検査、同定検査、薬剤耐性菌検査、嫌気性菌

検査と幅広く学べるような内容で企画しております。また、特別講演には琉球大学医学部附

属病院検査・輸血部の上地幸平先生をお招きし、AMR と AST についてご講演いただきま

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 9 月 16 日（日）9：00～17：00 

内 容：講義、実技（同定検査、薬剤耐性菌検査、嫌気性菌検査のみ） 

場 所：熊本保健科学大学 実習室 

定 員：40 名（先着順） 

参加費：3000 円（当日徴収します） 

ご持参いただくもの：参加費、昼食、白衣、筆記用具など 

申込先：天草地域医療センター磯崎（m.isozaki75@gmail.com）まで 

※熊臨技主催の講習会ですが、他県の方の参加も大歓迎です。皆様のお知り合いの方で興味

がある方がいらっしゃれば是非ご紹介下さい。多数のお申込みをお待ちしております。 

 

講義内容 

特別講演「AMR＆AST ～臨床検査技師ができることを考える～」 

琉球大学医学部附属病院 上地 幸平 先生 

教育講演「寄生虫検査について」 

熊本保健科学大学 松本 珠美 先生 

講義 1「グラム染色について」 

公立玉名中央病院 永田 邦昭 技師 

講義 2「従来法を用いた同定検査について」 

熊本労災病院 森口 美琴 技師 

講義 3「薬剤耐性菌検査について」 

熊本大学医学部附属病院 山本 景一 技師 

講義 4「嫌気性菌レベル 1 同定について」 

天草地域医療センター 磯﨑 将博 技師 

mailto:m.isozaki75@gmail.com


日臨技九州支部卒後教育研修会『第 11 回 生物化学部門研修会』のご案内 
メインテーマ  見つけよう！ Pitfall(落とし穴)  

 
主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 担当：（一社）佐賀県臨床査技師会 
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)  9 月 2 日(日)  

会場：佐賀駅前レンタル会議室サンシティ（懇親会・ナイトセミナー会場 ホテルニューオータニ佐賀） 
受講料： 7,000 円 懇親会費：6,000 円 
*認定臨床化学・免疫化学精度保証管理技師更新指定講習会も兼ね、A+C10 単位の取得が可能で

す。 

○日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)会員専用ページよりお申し込みください。 
申し込み締め切り 平成 30 年 8 月 10 日（ただし定員 80 名になり次第締め切ります） 
詳細は、熊臨技ホームページ（http://kuma-amt.or.jp/）をご参照ください 

○申込・問い合わせ先：佐賀県医療センター好生館 検査部 新開 幸夫 
TEL:0952-24-2171  FAX:0952-29-4328  E-mail：y.shinkai@koseikan.jp 

プログラム 
1 日目 9 月 1 日（土） 

12：30～          受付開始 

13：00～13：15  開会の挨拶           

13：30～14：10  教育講演Ⅰ    座長 国立病院機構 佐賀病院 松永 秀幸 技師 

「落ちてはいけない汎用自動分析装置のピットフォール」 熊本大学病院 山内 露子 技師  

14：10～14：50  教育講演Ⅱ 座長  佐賀県医療センター好生館 香月 万葉 技師 

「知っておきたい糖尿病関連検査のピットフォール」鹿児島大学病院 中村 正敏 技師 

15：05～15：45  教育講演Ⅲ  座長 佐賀県医療センター好生館 新開 幸夫 技師 

「精度管理の落とし穴 －内部精度管理を中心に－」 宮崎大学病院 緒方 良一 技師 

16：00～17：30  特別講演         座長 佐賀大学病院 池田 弘典 技師 

「医療法・臨検法改正の概要と今後の課題」（一社）日本臨床衛生検査技師会 丸田 秀夫常務理事 

18：30～20：00  懇親会   

20：00～21：00  ナイトセミナー  

           座長 地域独立行政法人 佐世保市総合医療センター 山田 昌博 技師   

『免疫検査に思う事』独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 今里 和義 技師 

2 日目 9 月 2 日（日） 

9：30～11：45  Reversed-CPC（グループディスカッション）            

司会 佐賀県医療センター好生館 平野 敬之 技師   

コメンテーター 佐賀県医療センター好生館 吉富 有哉 医師                              

11：45～修了式 

＊1 日目ランチョンセミナーは行いません。昼食はお済ませの上ご参加ください。 

http://www.jamt.or.jp/
http://kuma-amt.or.jp/
tel:0952-24-2171


＊必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。 



熊本超音波画像研究会 

 

第 22回熊本超音波画像研究会開催のご案内 

 

謹啓 

 

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度、第 22回熊本超音波画像研究会を開催致しますのでお知らせ致します。 

今回は上腹部、下肢静脈のハンズオンを主体とした研究会を予定しています。また、ハンズ

オンの前には症例検討も予定しています。 

皆様、お忙しい中ではありますが、基礎的なレクチャーになると思いますので、超音波検査

に携わっている方のみならず、経験のない方もぜひご参加ください。 

謹白 

 

記 

日時：平成 30年 8月 9日（木） 18:30～20:30 （ 受付・機器展示 18:00～ ） 

会場：熊本大学医学部附属病院 東病棟 12階 多目的ホール 

                

内容 

1． 症例検討（ 18:30 ～ 18:50 ） 

 

2． 基礎レクチャー（ 18:50 ～ 19:20 ） 

 上 腹 部 ：済生会熊本病院  太田 雄 

 下肢静脈：熊本機能病院   高石 朋毅 

 

  休憩 

 

3．ハンズオン（ 19:30 ～ 20:30 ） 

         上腹部領域（肝胆・膵臓）、下肢静脈 

 

※ 参加費として 500円徴収させていただきます。（熊本県放射線技師会会員は 200円） 

 

世話人 

熊本赤十字病院  西小野昭人、本田明日香    済生会熊本病院 田上真之介、太田雄 

くまもと森都総合病院 佐伯建彦         熊本大学附属病院 清水紀恵 

高野病院  美濃尚人、松本徹也         熊本機能病院 高石朋毅 

日赤熊本健康管理センター   小山大樹 

 

主催 熊本超音波画像研究会         

後援 一般社団法人熊本県放射線技師会 

協力 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

GEヘルスケアジャパン株式会社 

株式会社 日立製作所ヘルスケア 

シーメンス・ジャパン株式会社 

 

問い合わせ 

熊本赤十字病院  西小野 昭人 TEL 096-384-2111 (内線 7141)  

済生会熊本病院  太田 雄   TEL 096-351-8000 (内線 1218) 



平成 30 年度 第 2 回熊本県糖尿病療養指導士研修会 
テーマ 【 医療者と連携する在宅糖尿病療養支援 】 

○ 開催期日 平成 30 年 9 月 2 日（日曜日） 

○ 開催場所 熊本県立大学（中ホール） 
       http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2010/other/kotsuaccess.html（交通アクセス） 
○ 主  催 熊本県糖尿病療養指導士会 / 共催 ニプロ株式会社  

後  援 日本くすりと糖尿病学会 
○ 参 加 費 非会員 2,000 円 
○ 認定内容  1 群（看護師）２単位申請中 

     2 群（日本糖尿病療養指導士）２単位申請中 
     熊本地域糖尿病療養指導士（CDE-Kumamoto）認定更新のための研修会申請中 

○ 申し込み 準備の都合上、申込用紙にて8 月 27日（月）午前中までに事前のお申し込みをお願いします。 
     お申し込みをされずご参加された場合、資料や昼食はご準備いたしかねます。ご了承ください。 

受  付  （8 時 40 分～8 時 55 分） 
開会の辞  （8 時 55 分～9 時 00 分） 
司会進行：熊本市東区役所 福祉課 糖尿病看護認定看護師 遠藤 靖子先生 
午前の部《講演》 座長:国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 糖尿病看護認定看護師 川浪 美保先生 

1.（9時 00分～10時 15分） 

 演題『 地域で継続できる教育ツールを使った連携 』（75分） 

                佐賀大学医学部附属病院  糖尿病看護認定看護師  藤井 純子先生 

2.（10時 25分～11時 55分） 

演題『 在宅糖尿病患者の薬のリスクを防ぐ地域連携のコツ 』（90分） 

            フローラ薬局河和田店（茨城県）薬局長  管理薬剤師  篠原 久仁子先生 

 

昼食（11時 55分～12時 40分）※※ 事前に申し込みされた方のみ、昼食はこちらでお弁当を準備します ※※ 

 

午後の部《講演》     座長: 熊本大学医学部附属病院  糖尿病看護認定看護師  藤本 美枝先生 

3.（12時 40分～13時 25分） 

 演題『 すぐに実践  運動習慣 』（45分） 

医療法人財団聖十字会 西日本病院 日本糖尿病療養指導士 理学療法士   藤本 祐輔先生                               

     医療法人財団聖十字会 西日本病院 日本糖尿病療養指導士 理学療法士   髙木将太朗先生                      

4.（13時 25分～14時 40分）  

   演題『 訪問看護師のアンケート調査から見えてきた 

医療機関における糖尿病在宅療養支援の課題 』（75分） 

公益財団法人健和会 健和会大手町病院 糖尿病看護認定看護師   十時 綾子先生 

5.（14時 50分～16時 05分） 

演題『 糖尿病患者さんのタイプを知り効果的なコミュニケーションを考える 

～コーチング流の診断結果より～ 』（75分） 

医療法人財団聖十字会 西日本病院  糖尿病看護認定看護師   藤本 有紀先生 

連絡事項 （16時 05分～16時 15分） 

閉会の辞 

企画責任者： 藤本 有紀 



 
 
 
 
 
 

第 2 回 九州 CVT の会開催のご案内 

謹啓   
 会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、下記の日程で第 2回九州 CVTの会を開催する運びとなりました。 

今回もしっかりと脈管について学んで頂こうと、盛り沢山の内容を用意しました。特に静脈は DVT 及びその後

遺症、ガイドラインの最新情報、そして静脈瘤と幅広い内容で皆様の期待に添えるように企画しました。CVT（血

管診療技師）の方だけでなく血管診療に従事する方、血管診療に興味のある方にもきっと楽しんでもらえる内容

になっています。 
なお、今回も講師・世話人の先生方を囲んでの懇親会を前日に企画しています。宿泊につきましても少しはお世

話できますので、ご希望の方はお知らせ下さい。 

 
謹白 

記 
【日時】2018年 11月 4日 10時～16時 
【会場】九州大学医学部百年講堂 中ホール 1～2会場 

〒812-8582 福岡市東区馬出 3丁目 1番 1号 

【講演】講師 西上和宏先生  御幸病院 LTAC心不全センター院長 

 星野祐二先生  福岡山王病院 血管外科部長 

 孟 真  先生  横浜南共済病院 心臓血管外科部長 

 横井宏佳先生  福岡山王病院 循環器センター長 

 齋藤雪枝先生  横浜南共済病院 臨床検査科 

   古藤文香先生  福岡大学西新病院 臨床検査科 

【参加費】 事前受付 3000円  当日受付 4000円 

【事前受付】 9月 1日（土）～10月 12日（金） 

＊血管診療技師認定機構 CVT 資格更新単位「5 単位」。 

 

 

九州 CVT連絡会とは 

九州および近隣の血管診療に興味のある医療従事者を対象とした会です。社会貢献を通じて脈

管・血管疾患診療に関する知識や技術、情報の共有を図ると共に、会員の交流・親睦を深めるこ

とを目的としています。 

九州 CVT 

【事務局】 済生会熊本病院 中央検査部内 『九州 CVT の会』                         

事務局担当 : 中野明子 kyushu.cvt@gmail.com 

【後援】九州各県臨床検査技師会（熊本、大分、沖縄、鹿児島、佐賀、長崎、福岡、宮崎） 

 

 

 

mailto:kyushu.cvt@gmail.com


平成 30 年 8 月吉日 

会員各位 

臨床微生物部門 部門長 磯﨑 将博 

共催：関東化学株式会社、熊本県臨床検査技師会 

第 1 回九州 POT キットセミナーのご案内 

謹啓 

向夏の候、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。 

さてこの度、関東化学株式会社様にご協力いただき、第 1 回九州 POT キットセミナーを

熊本県で開催する運びとなりました。今回は、POT 法の開発者である藤田保健衛生大学の

鈴木匡弘先生をお招きし、開発の経緯と現在進んでいる開発についてご講演いただきます。

微生物検査に携わっている方はもちろんのこと、感染対策に興味をお持ちの方（医師・看護

師・薬剤師）のご参加も歓迎いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

謹白 

記 

日 時：2018 年 8 月 25 日（土）14：00～17：40 

場 所：熊本大学医学部附属病院 山崎記念会館 

参加費：無料（ただし参加申込が必要となります） 

 

演題 1「 シカジーニアス AmpC 遺伝子型検出キットの基礎検討 ｣（仮） 

熊本大学医学部附属病院中央検査部 微生物遺伝子検査室 山本 景一 技師 

 

演題 2「 シカジーニアス POT キット黄色ブドウ球菌の基礎検討 ｣（仮） 

九州大学病院別府病院検査室 小松 由明 技師 

 

演題 3「 シカジーニアス POT キット大腸菌の基礎検討 ｣（仮） 

天草地域医療センター検査部 細菌・遺伝子検査室 磯﨑 可能子 技師 

 

演題 4「 シカジーニアス POT キット C.Diff について ｣（仮） 

熊本労災病院中央検査部 細菌検査部門 森口 美琴 技師 

 

特別講演 1「 下痢原性大腸菌の遺伝子検査について」 

天草地域医療センター検査部 細菌・遺伝子検査室 磯﨑 将博 技師 

 

特別講演 2「 POT キット開発について 」（仮） 

藤田保健衛生大学 医学部 微生物学講座・感染症科 准教授 鈴木 匡弘 先生 

 

【お申込み・お問い合わせ先 】 

関東化学㈱ ライフサイエンス部 奥田 浩 

TEL:092-414-9361 FAX:092-414-9356 

e-mail:okuda-hiroshi@gms.kanto.co.jp 



【 検査室を育てる55の質問 】
8月10日まで回答募集中！

平成30年度⽇臨技北⽇本⽀部医学検査学会（第7回） 若⼿実務委員企画
平成30年11月10⽇（土）・11⽇（⽇） ＠リンクステーションホール⻘森

考えたこと、ある？

このタイトルでシンポジウムします!

あなたの意見で
シンポジウムが
完成する！！

質問への回答は、
①右のQRコードを読み込んで

回答画面へ移動
②北日本学会HPのトップ画面から

でも回答可能です！

北⽇本学会ホームページURL
http://www.aoringi.org/kitanihon/index.html



2018 年 7 月吉日 

熊本県臨床検査技師会会員 各位 

熊本県臨床検査技師会 

県南地区理事 柿本裕一 

麻生靖子 

公印省略 

 

平成 30 年度 第 1 回県南地区研修会のお知らせ 
 

盛夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 第1回県南地区研修会は、「検査室の品質管理」をテーマに下記の通り行います。各施設で

の課題などについてもディスカッションができればと存じます。 

暑い中、ご多忙とは思いますが多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

日 時： 平成 30 年 8 月 24 日（金）19：00 ～ 20：15 

 

場 所 ：JCHO 熊本総合病院 5 階 研修医研修室 
 

** ** ** ** ** プログラム ** ** ** ** **  

 

司会：JCHO 熊本総合病院 検査部 木下まり 

一般演題 

『精度管理の取組み（仮）』 

JCHO 熊本総合病院 検査部 松本翔太 技師 

 

『当院検査室の現状と取り組み（仮）』 

国保水俣市立総合医療センター 検査科 山本沙良里 技師 

 

教育講演 

『医療法改正に伴う臨床検査技師などに関する法律の改正（仮）』 

 

アボットジャパン 土田貴彦 先生 
 

 ◇尚、18 時から熊本総合病院 4 階検査室内の生化学・免疫分析装置等の見学会も 

開催いたします。ご質問も受け付けますので、お気軽にお越しください。 

 

◇病院駐車場をご利用の方は、駐車券をご持参ください。 

 

◇会終了後、懇親会を企画しています。 

14 階展望レストラン（ル・シェール）20 時 30 分～ 会費 4000 円 

 

懇親会のお申込み＆お問い合わせは、 

JCHO 熊本総合病院 検査部 木下まで 

℡.0965-32-7111（代） 



平成 30 年 7 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(一般検査部門)のご案内 

 
謹啓 
盛夏の候、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一般検査部門のご案内を申し上げます。 
今回は、髄液・体腔液・関節液について、済生会熊本病院で行っている検査の紹介と実際の症例

を中心に、結果の解釈も添えて講演していただく予定です。 
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 08 月 24 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：「当院はこうやってます～髄液・体腔液・関節液編～」 

講師：松岡 拓也 技師 

（社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 中央検査部） 

 
 
 

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

Mail:( labo@amed.jp) 



9月1日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
講演1：血液センターからのお知らせ
講演2：認定試験を受験して

検体検査 専門 20

9月16日 熊本市 臨床微生物部門研修会 第２回実技講習会 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

9月29日 熊本市 熊本県精度保証研修会 各部門における認定資格について 検体検査 専門 20
9月30日 熊本市 臨床生理部門研修会 心エコー・腹部エコーハンズオン研修会 生体検査 専門 20
10月21日 熊本市 熊本市民健康フェスティバル 組織活動 基礎 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
11月22日 熊本市 病理細胞部門研修会 特殊染色・免疫組織化学染色サーベイ報告・解説 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

　平成30年9月～平成30年11月 熊臨技生涯教育委員会
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