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● 九州医学検査学会通信 vol.2 
     

２０１９年度 日臨技九州支部医学検査学会（第５４回）のお知らせ 

熊本県臨床検査技師会会員の皆様こんにちは。 

前回、九州医学検査学会の会場を少しだけお知らせいたしましたが、今回はしっかり発表いたします。 

 

学会予定日時  ２０１９年 １１月２日（土）、３日（日） 

会場      熊本城ホール   

 

市内中心部（以前、交通センターがあった場所）での開催です。会員の皆様のご来場（そして実行委

員としてのご協力）をお願いいたします。 

〇 学会タイトルにご応募頂き、タイトルの参考とさせていただいた会員の方には薄謝を進呈いたし

ます。 ありがとうございました。 

 

次回は 学会担当についてお知らせいたします。               （文責 松本） 

 

● 熊臨技ＨＰの求人情報 

熊臨技ＨＰの求人情報は毎月更新されています。お知り合いの方で求職されている方がおられましたら、 

ホームページを活用して頂くようお勧め下さい。 

※ 異動が生じた場合の事務手続きは会員自ら行って下さい。これは会員の義務です 
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平成 30 年度 第 5 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 8月 14日（火）19：00 ～21：15 

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、竹内 

 欠席者： 井島、田上  

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係 広島県へ DVT検診支援のため技師派遣要請があり、今村技師

（熊大病院）を派遣した。初級・職能開発講習会を 2018 年度は大分、鹿児島・宮崎合同、2019 年度は

沖縄、佐賀・長崎合同でそれぞれ開催する。なお、熊本県は昨年度開催済み。熊臨技関係 熊本県医師会

精度管理専門委員会委員を昨年度に引き続き、福吉技師、逢坂技師、井島技師にお願いする。 

 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、常務理事連絡網作成 

  ・広報（冨田）：ニュース版の発行･発送 

  ・組織（竹内）：会員名簿発行準備中、部門の集い案内（ニュース版掲載） 

  ・渉法（逢坂）：平成 30年度賛助会員募集 発行誌広告募集 熊本市健康フェスティバル 

  ・事業 ：精度保証研修会（学術部合同開催）抄録を依頼中。精度管理調査進捗状況 現在まで 44 件

の申込みあり。 

  ・学術（今田）：「くまもと医学検査」論文投稿依頼（ニュース版掲載）、九州支部医学検査学会座長推

薦（林技師、竹内技師、吉田技師） 

  ・生涯教育（大塚）：生涯教育研修会等の開催・参加登録  

  ・特別事業（西村）：法人報告書 多職種連携研修会 

 3、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％ 福岡会場開催追加 2019.2.23-24 

4、医保福団体協議会：福吉副会長選出 8月 17日（金）理事会開催 

 5、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 

       九州支部会議 H30.10.5（金）  

6、DVT検診（KEEPプロジェクト）：10月 14日（日）10時～16時 益城町木山仮設団地 

  スタッフ募集中 ：下肢エコー 8名、採血 4名、遠隔診断検診担当 2名 

 7、健康フェスティバルの催事（H30.10.21）準備状況について 

   内容は職業紹介と血管年齢測定、肝炎コーディネーターによる相談コーナーを予定。実務委員を募

集中（現在まで 2名申込み、8月末〆切）。測定機器はレンタルし、費用は市事務局が支払う。 

   肝炎相談コーナーは熊大肝疾患センターと合同での活動となる（医師と看護師が参加）。 

 8、熊本県技師会リーダー育成研修会について 

   日程：2019年 1月 20日 場所：熊本保健科学大学 参加費：1,000円（昼食込み）20名募集 

午前中は講義（日臨技から講師の派遣依頼中）、午後からグループワーク（ジョンソン・エンド・ジ

ョンソンと検討中）を予定。県内の基幹病院を中心に次世代リーダーの育成を目指す。内容が決定次

第、参加者を募集する。 

9、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 10月 27日（土）に開催する。県南地区の理事を中心に計画中。 

10、全国検査と健康展 

11、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） 

  12、その他 

 



＜協議事項＞ 

 1、検査と健康展（日程および場所の調整） 

  11/25開催予定であったが、イオンモール熊本の予約が取れないことから 11/17に変更する。同日認知

症研修会も開催されているため、認知症関連のイベントは不可となる。骨密度測定、血管年齢測定、

乳がん啓発、肝炎相談コーナーなどを実施する予定。 

 2、第 54回 日臨技九州支部 医学検査学会 について  

8/4に開催された九州支部会議で、日程と場所、テーマを告知した。 

日程：2019年 11月 2日（土）3日（日） 会場：熊本城ホール テーマ 「結んで、開こう」 

テーマに続き、サブテーマについて検討したところ、「挑め・新たな扉」に決定した。若い世代をメイ

ンにこれから先の検査技師や技師会を考えていくような内容とする。また、学会顧問を瀧口、増永両

前会長にお願いすることとなった。学術部主催の企画や広報資料など早急に対応できそうなものから 

 準備を始める。 

3、その他 

 熊本地震で義捐金を頂いた愛媛県に西日本豪雨災害のお見舞いをすることとなった。 

         

 

以上 

 



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)/


熊本県臨床検査技師会 

「平成 30年度認知症対応力向上講習会Ｂ」（熊本県） 

開 催 案 内 

１．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 

２．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～ 

ビデオ視聴 

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 

ビデオ視聴 

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 

ビデオ視聴 ※実習内容の一部を含む 

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 

ビデオ視聴 

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～ 

ビデオ視聴 

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。 

３．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 

４．受講資格 

日臨技所属会員であること、都道府県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） 

５.募集定員 15 〜 30名（先着順）、 受講料（3,000円） 

６．事前参加申込方法 

  日臨技ホームページから会員専用ページへログインし申し込みをしてください。 

  ＜問い合わせ先＞ 

 熊本県臨床検査技師会 臨床検査総合部門長 

 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 ） 

７．申込み期限 

  平成 30年 9月 1日から 10月 31日まで（ただし定員になり次第締め切ります） 

８．受講について 

  ※受講料は研修会当日、受付にて徴収致します。 

 以上 

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


平成 30 年度 全国検査と健康展のスタッフ募集 

 
平成 30 年度の全国検査と健康展を 11 月 17 日（土）にイオンモール熊本で開催します。

検査と健康展は、日臨技主催で国民の生活習慣病やガンの早期発見のために、定期的な健

康診断の重要性を啓発するとともに、臨床検査についての理解を深めるようと全国 47都道

府県で開催されています。熊臨技では、肝疾患の質問・相談コーナー、乳がんモデル予防

触診体験、血管年齢・骨密度測定、パネル展示などを予定しており、協力いただけるスタ

ッフを募集いたします。 

 

日 時  平成 30年 11月 17日（土）  8：30～16：00 

会 場  イオンモール熊本 

      熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池 2232 

集合および解散  イオンモール熊本 

 

募集人員  若干名 

 

仕事内容  肝疾患に関する質問・相談コーナー 

※ コーディネーターなどの有資格者を希望します 

血管年齢測定 

骨密度測定 

誘導、案内 

パンフレット配布  など 

 

 

 申込方法 

別紙の申込用紙に必要事項を記入の上、下記まで FAXまたは e-mail にて返信ください。 

  

 

※ 出動者は、生涯教育点数（公益活動）20点の対象となります。 

 

 

申し込み締め切り  11月 9 日（金） 

 

 

 



            FAX 宛先 096-200-1221  

 

検査と健康展スタッフ申込み用紙 

 

施 設 名 氏 名 連 絡 先（電話） 

   

   

   

 

 

担当の希望があればご記入ください。 

但し希望者が多数の場合にはご希望に添えない場合があります。 

 

(                       ) 

 

 
 
 
 

返送先 熊本県臨床検査技師会事務所 

野中宛 

〒860-0083 熊本市北区大窪 1 丁目 6-3 

e-mail kumaringi@tos.bbiq.jp 
 

 



平成 30年 9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 

  残暑の候、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、先般御報告しましたように第 6回熊本県精度保証研修会に引き続き『部門の集い 
(意見交換会)』を執り行いますが、開催場所が決まりましたので御連絡致します。 

  
記 

 1. 日 時  9月 29日（土）18：30～(110分) 

 2. 場 所  奥ざしき たつのこ  予約名：熊本県臨床検査技師会 

住所：熊本市中央区下通り 1丁目 10-3 銀座プレイス KUMAMOTO 4階 

電話：096-312-3580 

 3. 会 費  4,000円 (当日、徴収します) 

 4. 申込み 各取り纏め役さんは参加者リストを締め切り期間までに竹内までご連絡 

ください。研究部門以外からのご参加も竹内まで直接お申し込み下さい。 

       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 

 5. 締 切 平成 30年 9月 14日(金) 

 6. 地 図 

      



～広島県 坂町への DVT 検診に参加して～ 

臨床生理部門 副部門長 今村華奈子 
 （熊本大学医学部附属病院） 

 今回、豪雨災害で被害の大きかった広島県へ DVT 検診に行ってきました。熊本地震から２年間取り組

んできた DVT 検診の経験で学んだ知恵（知識、技術）を広島の方々へ少しでもお伝え出来たのなら幸い

です。 

2018年7月上旬から降り続いた記録的な豪雨は西日本の広範囲を

襲い、死者は 200 人を超え、甚大な被害をもたらしました。今回、

大きな被害に遭われた広島県坂町での検診を施行してきました。 
 

豪雨被害の報道があり、もし DVT 検診の依頼が来たなら行

こう、と熊大スタッフ同士で話していた頃でした。7 月下旬に

日臨技より依頼があり、災害発生から 1 か月近くが経った 8 月

3 日（金）、広島入りすることが決まりました。既に 7 月中に、

東北や福岡県の技師（DVT 検診に精通し、熊本地震の際にも

何度も支援に来てくださった方々）が検診のノウハウを伝える

ために広島入りされていたため、私が行った際にはすでに機材

や備品は揃っており、広島バージョンの問診票も出来上がって

いました。熊本地震から 1 年後、検診マニュアルを整備したこ

とが今回の迅速な対応に役立ったのだと思います。 
 

 

坂町は広島駅から車で 20 分ほどの位置にある海岸に面した町です。

中心部から坂町への JR 線は開通しておらず、坂町へ行くのに通常

だと 20 分ほどで着く場所が渋滞で 2～3 時間はかかったそうです。

逃げる暇もなくあっと言う間に道路が川のように冠水してしまった

と現地の技師は話されていました。 

熊本地震では、東日本大震災の際に作成された

問診票を基にして KEEP プロジェクトが作成

したかなり質問事項の多い問診票を使用してい

ました。熊本地震での検診結果のデータ解析も

ふまえ、避難所での血栓のできやすい傾向が分

かったことから、広島ではより血栓に関係のあ

る質問事項 10 個に絞った簡潔で分かりやすい

問診票となっていました。 

問診票（広島 Ver.） 



今回私が参加した目的は、検診に初めて参加する広島県の技

師に熊本地震で行ってきた検診の方法を伝えることです。 
私以外の検診者は 1 名を除き全員（4 名）が検診未経験で、

生理検査担当技師が 2 名、生化学検査担当技師が 2 名、JMAT
の医師 1 名という小チームの編成で行いました。1 日で 3 か所

の避難所を回る予定だったため、特にリスクの高い被災者を中

心にこちらから声を掛けていき、その場で検査を行うスタイル

で検診を行いました。 

 
 
 

 
 熊本地震の際には検診前日までに検診場所の下見をしていま

したが、今回は下見せずに直接車で避難所近くまで行ったもの

の通行止めで通れず、役場に引き返し、炎天下の中、徒歩で避

難所まで向かうこととなりました。正直、この移動の辛さはま

だ初夏であった熊本地震では経験したことがなく、カートの重

要性（1 つでは足りなかった）や荷物をいかにコンパクトにま

とめるか、暑さ対策、下見の重要性を考えさせられました。エ

コー機ももう少しコンパクトで充電時間が長く、軽量化したも

のが将来的に出てくると良いなと思います。  
 検査は問診、血圧、酸素飽和度、心拍数、下腿の皮膚所見、

膝窩より末梢のエコー検査を行い、必要に応じて橈骨動脈での

脈の不整の有無、D-Dimer 測定、弾性ストッキン 

グ指導、医師の診察を行いました。 
同行した広島の技師に対してはエコー検査にお

いて病院での通常の検査と異なる点、注意すべき点

をレクチャーし、弾性ストッキングの履き方の指導

が大切であることを伝えました。特に、弾性ストッ

キングについては自分の力で履けない被災者も多いため、避難所に常駐していた他県の保健師に 1 日 1
回の下腿の色調確認と、本人に代わって正しい装着で履かせてあげるようにお願いしておくことも重要

です。 
3 か所の避難所で 30 名弱の検診を行い、3 名に下腿に深部静脈血栓を認めうち 1 名は比較的新鮮な浮

遊血栓であったため、すぐに医師の診察のもと病院受診となりました。 
広島県では技師会の HP で検診に参加できる技師を募集したところ、100 名程の技師の募集があった

とのことで、広島県の技師の意識の高さに感銘を受けました。今後は広島県内で検診参加技師が未経験

技師へ技術を伝達しながら検診を行っていくそうです。 
以上、簡単ではありますが、報告とさせていただきます。 

道路脇の川の様子。干あがっている様に見えるが、普段はこの

水位でほとんど水はないそう。道路脇には流木や原型をとどめ

ていない車が放置されており衝撃的な光景でした。 

家や車が流され、孤独と不安でいっぱいだと語った被災者で

した。検査にだけ集中するのではなく、親身になって話に耳

を傾けながら被災された方に寄り添うことも医療者として大

切な事だと感じています。 



会員各位                            平成 30年 9月吉日 

 

臨床血液部門 

部門長 津田 勉 

 

臨床血液部門研修会（月例会）のお知らせ 

 

謹啓 

会員の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

10 月の月例会は、本年度 4 月より国立病院機構都城医療センター臨床検査技師長に就

任された松本恵美子氏に特別講演として“WHO分類 2016 を踏まえて～形態診断、レポート

記載のポイント”と題し、今回のWHO分類の改定点と私たち血液担当の技師が形態診断まで

のプロセスにどう携わって活用していくか等ご講演いただきます。 

講演後は松本恵美子氏を囲んでの懇親会を企画しておりますので、気軽にご参加ください。 

会員皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 

日時：平成 30年 10月 12日（金）18：30～20：00 

※10月の月例会は定例の第 4火曜日ではありませんので 

ご注意ください！（尚、9月の月例会は休会です） 

 

場所：熊本医療センター 研修ホール 

 

演題：『WHO分類 2016を踏まえて～形態診断、レポート記載のポイント』 

 

講師：独立行政法人国立病院機構都城医療センター 

臨床検査技師長 松本恵美子 技師 

 

※講演終了後、松本恵美子氏を囲んでの懇親会（21：00～場所未定）を予定しております。

参加ご希望の方は下記にご連絡ください。 

※毎年 9 月に行われていた特別講演ですが、会場である研修ホールの都合がつかず、10 月

に変更させていただき、9月の月例会は休みとさせていただきます。 

（問い合わせ・連絡先）熊本赤十字病院 エスアールエル検査室 津田勉 

Tel 096-384-2111 



平成 30 年 9 月吉日 
会員各位  

臨床生理部門 
熊本労災病院 吉田 健一 

      
超音波検査士認定試験対策勉強会(基礎)開催のお知らせ 

 
謹啓 時下、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。 
今年も上記勉強会を下記の通り開催いたします。受験を考えられている方は、是非ご参加

くださいますようご案内申し上げます。 
謹白 

 
  

記 
 
日時：平成 30 年 10 月 14 日(日)  9:00 ～ 15:30 終了予定 受付 8:40～ 
 
場所：国立病院機構 熊本医療センター2 階研修ホール 
 
講師：ＧＥヘルスケア・ジャパン(株) 超音波本部 Cardiovascular Gr. 

本田 正治先生 
 

※昼食は各自ご準備ください。院内にコンビニ、食堂がありますのでご利用ください。 
 以上 

 
【問合せ先】 

熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一  
TEL 0965-33-4151(PHS7366) 



平成 30年 8月吉日 

会員各位 

福岡県生物化学部門研修会『九州臨床検査品質保証研修会 in福岡』のご案内 

メインテーマ 医療法改正対策セミナー 

主催：（一社）福岡県臨床衛生検査技師会 生物化学分析部門 

日時：平成 30年 9月 15日(土) 13:30 受付開始  

会場：福岡市民病院 救急診療棟（別館）2階講堂福岡市博多区吉塚本町 13-1        

参加費：技師会正会員・賛助会員 無料、非会員（比隣技のみ会員眼）５０００円、学生 無料 

 

 研修会に先立ちまして、認定臨床化学・免疫化学精度保証管理技師連絡会議を開催します。認定資格をお

持ちの方は 13:30より会議を開催いたしますのでお集りください。 

 単位申請： 

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理技師認定者 更新指定講習会分割型(A＋B)10単位 

認定者以外の方は通常の精度管理研修会のポイント 10単位。 

 

プログラム 

13:30～14:00 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理

技師連絡会議 

池田勝義、早原千恵 

研修会 

14:10～15:10 精度保証の必要性と法改正のポイント

（分類 A） 

池田勝義 氏（熊本保健科学大学） 

15:20～16:00 検査機器保守管理標準作業書と作業

日誌(分類 B） 

松本佳隆 氏（福岡徳洲会病院） 

16:10～16:50 測定標準作業書と管理記録 

(分類 B)  

小山宣輝 氏（株式会社キューリン） 

 

参加申請： 事前参加の申請を下記アドレスにメールして下さい。 

技師会員は、会員番号と携帯電話番号をお知らせ下さい 

※ 今回連絡先をお知らせいただくのは、万が一、天候不良などで中止になる等不測の事態に

備えてのことです。ご提供いただきました情報につきましては外部に漏れないよう取扱いに十

分気をつけますので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

【問い合わせ先】  
〒816-0864 春日市須玖北 4-5 
福岡徳洲会病院 臨床検査科 松本 佳隆 
TEL：092-573-6622（内 1244・1245） E-mail：gogolabo@csf.ne.jp 



平成 30年 8月吉日 

会員各位 
生物化学分析部門  
部門長 山内 露子 

 

内部精度管理に関するアンケートのお願い 

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、11月の研修会で『内部精度管理 Q&A』を計画してい

ます。内部精度管理について疑問に思っていること、悩んでいることなどを事前にお聞

かせいただき、研修会で可能な限り回答させていただきます。どんな些細なことでも結

構です。皆様のご協力をお願い致します。 

謹白 
 

記 
 
1. アンケート内容 

内部精度管理について疑問に思っていること、悩んでいること 

例）・精度管理試料を測定するタイミング 

  ・管理幅の決め方   

※ アンケートにご協力いただいた方の個人情報は公表致しません。 

 

2. 連絡先 

tuyuko-yamauchi@kuh.kumamoto-u.ac.jp 

熊本大学医学部附属病院 中央検査部 山内露子 

 
3. 締め切り 

2018 年 9 月 30 日(日) 
 

 

 

 

 

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)  

mailto:tuyuko-yamauchi@kuh.kumamoto-u.ac.jp


FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2018 in 熊 本 

「生理検査部門における情報システムソリューション」 
日時：2018.9.15（土）13:30-16:15(OPEN13:00-) 
会場：くまもと森都心プラザホール 熊本県熊本市西区春日 1-14-1 
申込方法：参加ご希望の方は、下記ご連絡先へお問い合わせください。 
受付期間：2018年 8月 17日(金)9:00～9月 12日(水)17:00 

PROGRAM-------------------------------------------------------------------------------- 
 

座長  吉田 健一 先生 熊本労災病院 中央検査部  
竹内 保統 先生 国立病院機構 熊本医療センター臨床検査科 

講演 1 「部門システムの基礎と NEXUS のコンセプト」   
講師  米澤 亮  富士フイルムメディカル IT ソリューションズ株式会社 

システムソリューション本部営業推進部販促グループ 13:40 ～14:10 
講演 2 「生理検査・超音波に於ける効果的なフローについて」 

講師 富田 文子 先生 済生会熊本病院 中央検査部  14:10 ～ 14:50 
講演 3「生理検査室 IT化における経験の共有 ～システム化のポイントと注意すべき点～」 

講師  石崎 一穂 先生 三井記念病院 臨床検査部  15:05 ～ 15:45 
 
パネルディスカッション 

「生理検査における問題点・今後の課題について」  15:45 ～ 16:15 
座長：吉田 健一 先生 熊本労災病院 中央検査部 
座長：竹内 保統 先生 国立病院機構 熊本医療センター臨床検査科 
講師：米澤 亮 富士フイルムメディカル IT ソリューションズ株式会社 

システムソリューション本部営業推進部販促グループ 
富田 文子 先生 済生会熊本病院 中央検査部 
石崎 一穂 先生 三井記念病院 臨床検査部 

※会場には、実機と説明員を準備しております。 
 

【お問い合わせ先、お申し込み先】 
 富士フイルムメディカル株式会社 九州地区営業本部熊本営業所 
  〒861-2106 熊本県熊本市東区東野 1-18-14  

TEL： 096-368-2111 FAX : 096-365-0851  
担当者 : 下平 圭介・水野 将吾 

共催：熊本県臨床検査技師会 富士フイルムメディカル株式会社 



平成 30 年 8 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(輸血部門)のご案内 

 
謹啓 
 残暑の候、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輸血部門のご案内を申し上げます。 
皆様の御施設では、きちんと血液製剤の取り扱いが実施できていますでしょうか。 
検査技術はもちろんですが、より安全な輸血療法のために今一度血液製剤の管理やガイドライン

について見直しをしてみませんか？ 
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 29 年 09 月 25 日（火） 18 時 30 分～ 
場所：天草地域医療センター ヒポクラート 
講演：「安全な輸血のために」 

～血液製剤の取扱いと新たな情報～  
      講師：續 隆文 先生  

        （熊本県赤十字血液センター 学術・品質情報課） 
 

※ 御施設に輸血療法委員会等の業務に携わる医師・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、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) 



平成 30 年 9 月吉日 
県南地区 
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 

県南地区研修会の御案内 
 
謹啓 
 各会員の皆様におかれまして益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 八代・水俣地区で第 2 回目の研修会を、水俣市で開催することになりました。 
 ご多忙中のこととは存じますが、お繰り合わせの上多数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 10 月 27 日（土） 15：30～16：30 
場所  国保水俣市立総合医療センター 西館 6 階 講義室 

講演 「ABO・Rh 式血液型の基礎」（仮） 

    講師 株式会社カイノス 学術部 西村 拓人 先生 

 
 病院駐車場をご利用の方は、駐車券をご持参ください。 
 
講演会後、懇親会を致します。 
皆様奮って参加いただきますようご案内申し上げます。 

場所  スペイン村 福田農場 （送迎バス有） 
時間  18：00～ 
参加費 4,000 円 
懇親会につきましては、10 月 19 日（金）まで参加をお知らせくださいますようお

願い申し上げます。 
申し込み先 〒867-0041 水俣市天神町 1 丁目 2 番 1 号 
      国保水俣市立総合医療センター 臨床検査科 下野原 壮  

   TEL 0966-63-2101 FAX 0966-63-6311 
   E-mail minamata-sic09@cb.wakwak.com 



9 月 研修会のお知らせ 

 
必ず会員カードを持参下さい          指定なき場合、参加費は無料です。（但し会員のみ） 

※非会員は 3,000 円です 

 

9 月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

輸血細胞治療部門研修会 

専門-20 

 

 

 

 

 

連絡先：096-384-2111 

熊本赤十字病院 

吉田 雅弥 

平成 30年 9月 1日（土） 

14：00～16：00 

 

 

 

 

 

 

熊本赤十字病院 

研修・研究センター 

講演 1：血液センターからの情報提供 

（主に輸血副作用について） 

講師：續 隆文技師 

熊本県赤十字血液センター 

講演 2：認定試験を受験して 

（一次試験および二次試験） 

講師：紫垣まどか技師 

熊本中央病院 

林 秀幸技師 

熊本医療センター 

臨床一般部門研修会 

専門-20 

連絡先：096-370-3111 

熊本中央病院 

中山 陽平 

平成 30年 9月 13日（木） 

   18：30～20：00 

 

熊本医療センター 

２階ホール 

体腔液検査～検査の意義と進め方～ 

 

 

講師：近藤 妙子技師 

済生会熊本病院 

臨床微生物部門研修会 

専門-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：0969-24-4111 

天草地域医療センター 

磯崎 将博 

平成 30年 9月 16日（日） 

  9：00～17：00 

 

 

 

熊本保健科学大学 

    実習室 

特別講演 

「AMR&AST～臨床検査技師ができることを 

考える～」 

講師：上地幸平先生 

   琉球大学医学部附属病院 

教育講演 

「寄生虫検査について」 

講師：松本珠美先生 

   熊本保健科学大学 

講義 1：「グラム染色について」 

講師：永田邦昭技師 

講義 2：「従来法を用いた同定検査について」 

講師：森口美琴技師 

講義 3：「薬剤耐性菌検査について」 

講師：山本景一技師 

講義 4：「嫌気性菌レベル 1同定について」 

講師：磯崎将博技師 

病理細胞部門研修会 

専門-20 

 

 

連絡先：096-364-6000 

くまもと森都総合病院 

遠山 亮佐 

平成 30年 9月 20日（木） 

18：30～20：00 

 

 

熊本医療センター 

研修センター２階ホール 

第 3回症例検討会 

症例 1 

  山下 祐技師 

熊本赤十字病院 

症例 2 

  作本省吾技師 

公立玉名中央病院 

熊臨技精度保証研修会 

専門-20 

 

 

平成 30年 9月 29日（土） 

  13：00～16：30 

 

 

認定資格 

講師：立山 敏広技師 

講師：工藤 康太技師 

講師：笹田 景子技師 



 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：096-364-6000 

くまもと森都総合病院 

今田龍市 

 

熊本大学医学部附属病院 

医学総合研究棟３階第 1講義室 

 

講師：津田 勉 技師 

講師：山内 露子技師 

講師：吉田 賢太技師 

講師：中山 陽平技師 

講師：佐々 智子技師 

講師：甲斐 万里菜技師 

講師：新屋敷 紀美代技師 

特別講演 

「人材（財）育成を考える」 

講師：横地 常広先生 

日本臨床検査技師会代表理事 副会長 

臨床生理部門研修会 

専門-20 

 

 

 

連絡先：0965-33-4151 

熊本労災病院 

吉田健一 

平成 30年 9月 30日（日） 

  9：00～15：30 

 

 

熊本保健科学大学 

心エコー・腹部エコーハンズオン研修会 

講義：心エコー 

講師：兼崎太輔技師 

講義：腹部エコー 

講師：緒方佑仁技師 

 

ハンズオン 

研究班メンバー 

 



10月3日 合志市 県央地区研修会 二次性高血圧と最新の免疫システムについて 検体検査 専門

10月11日 熊本市 臨床一般部門 認定一般検査技師試験対策 検体検査 専門

10月12日 熊本市 臨床血液部門 WHO分類2016を踏まえて～形態診断、レポート記載のポイント 検体検査 専門

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

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

10月27日 水俣市 県南地区研修会 ABO・Rh式血液型の基礎 検体検査 専門

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

           ＊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10月～平成30年11月 熊臨技生涯教育委
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20

20

20

20

20

20

委員会



9月の月間行事予定 

9月 1日（土）輸血細胞治療部門研修会 

9月 2日（日）熊本県糖尿病療養指導士研修会 

9月 1日～2日 日臨技九州支部卒後教育研修会 

9月 11日（火）常務理事会 

9月 13日（木）臨床一般部門研修会 

9月 15日（土）富士フイルムメディカルセミナー2018in熊本 

  九州臨床検査品質保証研修会 in福岡 

9月 16日（日）臨床微生物部門研修会 

9月 15日～16日 日臨技九州支部輸血伝達講習会 

9月 20日（木）病理細胞部門研修会 

9月 25日（火）天草地区研修会 

  くまもと医学検査論文投稿締め切り 

9月 29日（土）熊臨技精度保証研修会 

学術部門の集い（意見交換会） 

9月 30日（日）熊臨技精度管理調査申し込み締め切り 

  臨床生理部門研修会 

  内部精度管理に関するアンケート締め切り 
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