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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の皆さんこんにちは。 

熊本市の桜町近辺を通ると、熊本城ホールが少しずつできているのが感じられます。 

今回の九州学会会場は花畑公園から真正面に見えるところではなく、その奥のホールになりま

す。 

まだまだ完成には時間がかかりそうです。 

内容の進捗状況ですが、会議と打ち合わせが主で今回の写真のよう

な感じで月に１～2 回、熊本大学医学部付属病院中央検査室のカン

ファレンスルームをお借りして行っております。 

毎回、熱い情報のやりとりが行われております。 （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 

 

 

 

 

総務部： 熊本保健科学大学内 
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平成 30 年度 第 9 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 12月 11日（火）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 組織強化のための理事構成等の見直しについて（答申）：意見として

各県の会長を理事とする旨を提出。日本医学検査学会下関大会：演題募集延長（12/16 まで） 

       九州支部会議（2/2 福岡市） 

熊臨技関係 九州臨床検査薬卸連合会：賀詞交歓会（1/17）田中、逢坂、松本、西村参加予定。 

 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  

   ・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 諸般の事情により発行が遅れたが 1月には発送予定。   

   ・渉法（逢坂）：次年度賛助会員･発行誌広告募集に向けて事業計画と予算案等の準備。 

   ・事業（井島）：精度管理調査進捗状況 2/9 県医師会館にて報告会を開催。 

臨床検査報告会を 3/9に熊大総合研究棟にて開催する。近日ニュース版で案内する。 

   ・学術（今田）：「くまもと医学検査」発行準備。現在、査読修正中。 

   ・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、次年度予算案作成 

・特別事業（西村）：特記事項なし 

 3、検体採取等に関する厚労省指定講習会受講促進  2019年 2月 23-24日（福岡） 

 4、熊本県歯科衛生士会から高齢者に対する口腔ケア・訪問歯科衛生士等の研修会講師依頼 

日程： ①2018年 10月 14日（日）14時～15時 （熊本市歯科医師会）終了             

②2018年 11月 18日（日）14時～15時 （天草）終了 

 5、検査と健康展：2018年 11月 17日（土）イオンモール熊本 来場者数 延べ 675名 

6、認知症研修会：2018年 11月 17-18日 熊大山﨑記念館  参加者 16名（県外から 1名含） 
7、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） 

8、2018年度プロモーション地区会 九州地区：2019年 1月 17日（木）JR博多  

9、熊本県技師会リーダー育成研修会  2019年 1月 20日 熊保大 12月末〆切 15名程度参加予定 

10、賀詞交歓会：2019年 1月 25日（金）18時～ 東京  田中参加予定 

  11、九州支部会議：2019年 2月 2日（土）八仙閣 田中、福吉、西村、野中参加予定 

 12、医保福連携学会：2019年 2月 24日（日） 発表者 済生会熊本病院 氏原亜紀技師 

 13、県知事表彰推薦：山住浩介技師（公立玉名中央病院）、工藤圭子技師（たがみクリニック） 

 14、その他 特になし 

 

 

 



〈協議事項〉 

1、医療法改正対策セミナー開催について 

  精度管理調査報告会（2/9）と臨床検査講習会（3/9）で医療法改正対策セミナーを実施することとなっ

た。九州支部臨床検査総合部門で開催される研修会（長崎）では参加者枠を拡大して対応しており、熊

臨技でも会員へ情報を発信していく。立ち入り調査等の本格的始動は次年度からと思われるが、それま

でに情報の集約と開示を行う。また、池田技師（熊保大）による対策セミナー（ニュース版 12 月号で

案内済み）とも連携していく。 

2、ホームページリニューアルについて 

  標記について、委員会メンバーと HP管理業者で検討した結果が報告された。 

①スマホ対応 ②研修会参加申込機能 の追加だけならば予算内で導入可能である。③ウェブ配信機能

（一方向のみ）については、予算を超えるため、今後検討する。研修会参加機能では県外からの参加も    

可能で、1月にはデモ、3月には本格的始動としたい。 

 

〈その他〉 

 熊臨技各部門共通の領収書のひな形を作成する。これまで勉強会等の領収書は、各部門に任せられてい

たが、総務で一括して共通の領収書書式を作成する。 

 通常、医師への講師謝礼として 3万円（熊臨技規定）を支払っているが、アドバイザーや座長として医

師に協力していただいた場合には 1万円とする。 

 廣瀬前熊臨技会長を名誉会員として理事会(3月開催)に推薦することとなった。 



【熊本県臨床検査技師会会費納入について】 

 
（一社）熊本県臨床検査技師会では、日本臨床衛生検査技師会を通じて会費納入をお願いし

ております。詳細は日臨技ホームページをご参照ください。 
 

口座振替日：平成 31 年 2 月 27 日（水曜日） 

 

１．口座振替ができる方 

 

 平成 30 年度年会費を口座振替で納入された方 

 平成 30 年度新入会、再入会の手続きを平成 31 年 1 月 10 日までに完了された方 

 平成 31 年 1 月 10 日迄に届くように｢口座登録用紙｣をご提出いただいた方で、金融機関の承認も得ら

れた方 

 

２．コンビニ支払い用紙でお支払いいただく方 

 

 「登録用紙」でコンビニ支払いを選択した方、「口座振替依頼書」未提出の方 

 「口座振替依頼書」提出済みでも、不備等により口座設定が完了していない方 

 3 月 31 日までにお支払いをお願いします。 

 

３．平成 31 年度 年会費 

 

10,000 円（日臨技年会費）+ 7,000 円（熊本県年会費）計 17,000 円 

４．退会申請について 

平成 30 年度で退会を希望される方は、日臨技会員専用ページから退会手続きを行ってください。会員専用

ページから退会手続きが出来ない方は、退会届をダウンロードして日臨技事務局にお送りください。 

※この届出用紙は、日臨技のみの退会となります。都道府県技師会の退会については、所属の都道府県

技師会にご連絡ください（次ページ参照）。 

 

 

※ 31 年度より熊臨技年会費が変更されています。ご注意ください。 



なお、今年度の退会手続きの有効期限は 3 月 31 日ですが、以下の点にご注意ください。 

1. 退会手続きを 1 月 31 日までに行った場合（郵送の場合は 1 月 31 日必着） 

→2 月 27 日（27 日が土日祝日の場合は、翌営業日）の来年度会費の口座振替は行いません。 

2. 退会手続きを 2 月 1 日以降に行った場合（郵送の場合は 3 月 31 日必着） 

→2 月 27 日（振り替えられない場合は 3 月 27 日に再度）に、来年度会費の口座振替がかかりますので、振

り替えられた場合は、返金手続きを行ってください。 

なお、3 月 31 までに退会手続きが済んでいない場合は、返金できませんのでご注意ください。 

＜各種書類の郵送先＞ 

〒143－0016 東京都大田区大森北 4-10-7   一般社団法人日本臨床衛生検査技師会   03-3768-4722 

会費納入についての問い合わせ先：〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-6 ＳＪＩビル 2F 

（株）メディクプランニングオフィス 0120-006808 
 
 
 
 
熊臨技を退会する場合（他県への移動を含む） 

 
事務所宛に退会届を FAX、メールまたは郵送して下さい（退会届は熊臨技ＨＰに書式あり）。 
 

 

 

 

 

 

（一社）熊本県臨床検査技師会 
 熊本県技師会事務所 
〒860-0083 熊本市北区大窪１－６－３ 
TEL 096-324-8477（水曜を除く平日 10：00～16：00） 
FAX 096-200-1221 

 e-mail kumaringi@tos.bbiq.jp 



平成３０年度 熊本県臨床検査精度管理調査報告会 

開 催 案 内  
（日医生涯教育講座 4.5 単位 CC：2、3、7、11、12、15） 

  

時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会では、日常診療等における臨床検査データの質的向上を目指し、

毎年臨床検査精度管理調査を実施しております。 

県下の医療施設で臨床検査等を実施しておられる医師、看護師、臨床検査技師等の方々を対象に今年度

の精度管理調査の解析結果をまとめた標記報告会を開催することにいたしました。本報告会は日本臨床衛生

検査技師会生涯教育研修の一環として開催いたしますので、本案内文を検査室等にもご回覧いただき貴施設

より多数のご参加下さいますようお願い申し上げます。 

また、当日、本年度実施いたしました臨床検査精度管理調査の施設別報告書をお渡しする予定です。 
 

施 設 長  様 

                

                                          熊本県医師会         会 長 福田   稠 

                                   熊本県臨床検査技師会 会 長 田中 信次 
 

１.実施主体  （公社）熊本県医師会・（一社）熊本県臨床検査技師会 
 

２.日時・場所 平成３１年２月９日（土） 午後１時００分～午後５時３０分  

         熊本県医師会館 ２階「大ホール」 

３.研修内容 

１）開会挨拶                              熊本県医師会  会 長 福田   稠 

２）精度管理委員長挨拶 

熊本県医師会精度管理専門委員会委員長（熊本大学教授） 松井 啓隆 先生 

３）熊本県・熊本市衛生検査所立入検査報告                                                      

４）平成３０年度精度管理調査報告 

① 概要について 

② 染色体・遺伝子部門アンケート報告 

③ 臨床微生物部門解析報告 

④ 輸血細胞治療部門解析報告 

⑤  臨床血液部門解析報告 

⑥ 病理細胞部門解析報告 

⑦ 臨床生理部門解析報告 

⑧ 生物化学分析部門解析報告 

⑨ 臨床一般部門解析報告 
 

５）特別講演  「社会から求められる臨床検査品質保証の姿－法改正の意味－」 

熊本保健科学大学大学院 保健科学研究科 保健科学専攻 

           熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 教 授 池田 勝義 先生 
  

６）閉会挨拶                    熊本県臨床検査技師会 副会長 福吉 葉子 
 

４.参加対象者 県下全医療施設の医師、看護師、臨床検査技師、その他 

５.申込み（事前申込の必要はありません） 

 ① 当日、施設代表の方に結果報告書をお渡ししますので、同封の受領書に必要事項をご記入の上 

ご持参下さい（報告書とお引き換え致します）。欠席の場合は、後日郵送致します。 

なお、受領書は熊本県医師会から施設長宛に郵送されます。 

 ② 参加費用   無料 
 

６.その他 熊本県医師会館の駐車場は狭隘の為、出来るだけ公共交通機関をご利用下さい。 



平 成 3 0 年 度 臨 床 検 査 講 習 会 

（日本医師会生涯教育講座 1.5 単位、 CC:1、 2、 15） 

（日本臨床衛生検査技師会生涯教育研修 20 点）  

開 催 案 内 

 熊本県医師会、熊本県臨床検査技師会では日常診療等における臨床検査の重要性から、医師、看護

師、臨床検査技師等の方々を対象に標記講習会を毎年開催しております。 

本講習会は日本医師会生涯教育講座・日本臨床衛生検査技師会生涯教育研修の一環として開催いた

しますので、本案内文を看護部、検査室等にもご回覧いただき貴施設より多数ご参加下さいますよう

お願い申し上げます。 

 事前質問を受付けます。疑問・不安に思っていることを一緒に解決しませんか。なお、質問は参加申込

とあわせて医師会へ送付頂きますようお願い申し上げます。 

施 設 長  様 

                             熊本県医師会 会長 福田 稠 

                         熊本県臨床検査技師会 会長 田中 信次 

1.実施主体  (社)熊本県医師会・(一社)熊本県臨床検査技師会 

2.日時・場所 平成 31年 3月 9日（土） 14時～17時 

熊本大学医学部附属病院 総合研修棟 3階 安全講習室 

3.「テーマ」医療法改正に備えて検体検査の精度管理を学ぼう 

------------------------------------------------------------------------------------ 

13:00-    受付                 総合司会   井島 廣子（事業部）   

14:00-14:10   開会挨拶               熊本県医師会 会長 福田 稠 先生 

                      座長 熊本県臨床検査技師会 副会長 福吉葉子                   

14:10-14:20 (1) 概要                            （熊本大学医学部附属病院：西村仁志） 

14:20-15:00 (2) 生物化学分析部門                （済生会熊本病院：春田昭一） 

         生化学検査・免疫血清検査            

15:00-15:15  (3) 臨床微生物部門                  （熊本大学医学部附属病院：山本景一） 

15:15-15:30  (4) 輸血細胞治療部門                （済生会熊本病院：吉田賢太） 

15:30-15:40   －－－－－－－－－－－－－   休憩 （10 分）   －－－－－－－－－－－－ 

15:40-15:55  (5) 病理細胞部門                    （済生会熊本病院：中川美弥） 

15:55-16:10  (6) 臨床血液部門                    （熊本大学付属病院：山本紀子） 

16:10-16:25  (7) 臨床一般部門                    （済生会熊本病院：松岡拓也） 

16:25-16:55 (8) フリーディスカッション（質疑応答） 

16:55-17:00  閉会挨拶           熊本県臨床検査技師会 会長 田中 信次 

------------------------------------------------------------------------------------ 

4.参加対象者 県下全医療施設の医師、臨床検査技師、看護師、その他 
5.申込み 

 ①参加申込 下記申込書に必要事項をご記入の上、熊本県医師会（〒860-0806熊本市 

中央区花畑町 1番 13号）へ郵送又は、FAX（096-354-0838）でお申込み 

       下さい。 

 ②参加費用   １人 1,000円（講習会当日ご持参下さい） 

 ③申込期限   平成 31年 3月 1日（金） 
                      キリトリ 

平成 30年度 臨床検査講習会参加申込書  

施設名：                   電話番号：                 

参加者氏名 職   種 
  

  

  



「テーマ」医療法改正に備えて検体検査の精度管理を学ぼう 

 

 フリーディスカッションで聞きたい質問や知りたい内容を下記へ記載ください。 

 記載した用紙は、 

 熊本県医師会（〒860-0806熊本 市中央区花畑町 1番 13号）へ郵送または、 

 FAX（096-354-0838）にて送付ください。 

 

 問合せ（096-363-0011） 陣内病院 井島廣子 

 

＜質問事項＞                  施設名：                

 

 



 
平成 31 年 1 月吉日 

会員各位 
第 51 回熊本県医学検査学会 

学会長  麻生 靖子 
 

第 51 回熊本県医学検査学会 懇親会のお知らせ・宿泊施設のご案内 
 
謹啓 
寒冷の候、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。 

第 51 回熊本県医学検査学会の懇親会を下記の要領で開催します。活発な情報交換を行って

親睦を深めていただきたいと考えておりますので、ご多忙のことと存じますが、奮ってご参

加いただきますようよろしくお願いいたします。 
なお当日は、翌日の学会に備え水俣に宿泊される方がおられると思いますので、懇親会会

場周辺と水俣市街地の宿泊施設をご案内します。ご予約につきましては、各自で行なってい

ただきますようお願い申し上げます。 
謹白 

 
 

記 
 

懇親会開催要領 
 
【日時】平成 31 年 5 月 25 日（土） 18：30～ 
 
【会場】湯の児 海と夕やけ 
    〒867-0009 熊本県水俣市大迫 1213 
    ＊新水俣駅より送迎バスが出ます（時間は後日連絡します） 
 
【会費】6,000 円 
 
参加受付・詳細については改めてご連絡させていただきます。 
 
 



宿泊施設のご案内 
 
［懇親会会場周辺］ 
・湯の児 海と夕やけ（懇親会会場） 
 〒867-0009 熊本県水俣市大迫 1213 
  大部屋（4～5 名）：1 名あたり 8,640 円 
  小部屋（2 名まで）：1 名あたり 10,260 円 
 
・湯の児温泉 昇陽館 
 〒867-0008 熊本県水俣市湯の児 4098-40 
  2～4 人部屋：1 名あたり 7,710 円 
  ※1 名での利用の場合はプラス 2,000 円 
 

 
［水俣市街地］ 
・スーパーホテル水俣 
 〒867-0043 熊本県水俣市大黒町 1-1-38 
  シングルルーム：5,980 円 
  ツインルーム：10,300 円 
 
・ホテルサンライト 
 〒867-0045 熊本県水俣市桜井町 3-2-31 
  シングルルーム：4,950 円 
  ツインルーム：9,000 円 
 

 
※料金は全て税込表示です。 
 海と夕やけ、昇陽館、スーパーホテルは朝食付きでの料金です。 
 ホテルサンライトで朝食付きにする場合は別途 600 円が必要となります。 
  
【問い合わせ先】 
学会施設部長  原田 康治 
国保水俣市立総合医療センター 診療技術部 臨床検査科 
TEL：0966-63-2101（内線 261） 
E-mail：minamata-sic09@cb.wakwak.com 

スーパーホテル 

ホテルサンライト 

至 津奈木 

至 水俣市街地 

もやい館 

(学会会場) 

水俣 IC 

湯の児 海と夕やけ 

昇陽館 



平成 30 年 12 月吉日 
会員各位 

染色体・遺伝子部門 
熊本大学病院 笹田 景子 

 

平成 30 年度第 2 回染色体・遺伝子部門講演会のご案内 

 
拝啓 
 初春の候、会員の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、第 2 回染色体・遺伝子部門講演会を下記の日程にて開催いたします。 
 日常検査にて遺伝子検査に携わっておられない方々も、ご参加くださいますようお願い

申し上げます。 
敬具 

 
 

記 
 

日時：平成 31 年 2 月 2 日（土曜日）14：00～16：00 
場所：熊本大学病院 中央検査部 カンファレンスルーム 
講演：①熊本県内の遺伝子検査の状況 

               熊本大学病院 中央検査部  笹田 景子 
 
       ②「抗がん剤と遺伝子検査について」 
          （株）アステム 医薬営業本部 がん MC 課 熊本担当 
                         講師 松﨑 雅紀先生 
                     

 
 
 
 
 

 
 
 
共催：熊本県臨床検査技師会、株式会社アステム 



平成 31 年 1 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、日水製薬株式会社 

平成 30 年度第 3 回臨床微生物部門講演会のご案内 

 

謹啓 

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

さて、今年度最後の講演会を下記要領にて開催いたします。昨年に続き、あの「グラム染

色道場」でおなじみの神戸市立医療センター中央市民病院の山本剛先生をお招きいたしま

す。グラム染色を基礎から学びたい方、ワンランク上の結果報告をしたいとお考えの方、細

菌検査室はないけれどグラム染色のみ実施している施設の方は特に必見の内容です。年度

末のお忙しい折とは存じますが、奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

日時：平成 31 年 2 月 9 日（土） 15：00～17：00（14：30～受付）  

場所：国立病院機構 熊本医療センター 研修室 2 

 

プログラム 

 

話題提供 15：00～15：30      座長 熊本大学医学部附属病院 山本 景一 技師 

「日水製薬の製品ご紹介（仮）」 

日水製薬株式会社 宍戸 迅人 先生 

 

特別講演 15：30～17：00       座長 天草地域医療センター 磯﨑 将博 技師 

「続 グラム染色が役に立った症例」 

「続 グラム染色が役に立たなかった症例」 

「続 グラム染色でしくじった症例」 

神戸市立医療センター中央市民病院 山本 剛 先生 

 

 

講演会終了後、懇親会を開催いたします。参加を希望される方は下記メールアドレスまでお

申込み下さい。 

申込先メールアドレス：m.isozaki75@gmail.com 

mailto:m.isozaki75@gmail.com


1 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 

 

1 月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

生物化学分析部門 

専門-20 

 

連絡先：096-373-5700 

熊本大学医学部付属病院 

山内 露子 

平成 31年 1月 16日（水） 

18：30～20：00 

 

熊本大学医学部付属病院 

中央診療棟 3階 

中央検査部カンファレンス室 

「内部精度管理 Q$A」 

講師：山内 露子技師 

熊本大学医学部付属病院 

「生化学検査講習会―中級編―」 

講師：春田 昭一技師 

済生会熊本病院 

臨床生理部門 

専門-20 

 

連絡先：0965-33-4151 

熊本労災病院 

吉田 健一 

平成 31年 1月 18日（金） 

19：00～20：00 

 

熊本中央病院 

2階 大講堂 

腹部超音波症例検討会 

 

 

講師：奥村 彰太技師 

日本赤十字社 熊本健康管理センター 

 

熊臨技組織活動 

 

連絡先：096-370-3111 

熊本中央病院 

逢坂 珠美 

平成 31年 1月 20日（日） 

9：20～16：00 

 

熊本保健科学大学講義室 

熊本県ニューリーダー育成研修会 

 

・日臨技・都道府県技師会の事業活動 

・臨床検査技師の進むべき未来と次世代の 

リーダーに求めるもの 

臨床血液部門研修会 

専門-20 

 

 

連絡先：096-384-2111 

熊本赤十字病院 

エスアールエル検査室 

津田 勉 

平成 31年 1月 22日（水） 

19：00～20：00 

 

 

熊本医療センター 

研修センター２階ホール 

形態検査 症例検討会 

 

講師：知念 渉技師 

熊本赤十字病院 SRL 

講師：田中 洋子技師 

熊本大学医学部付属病院  

講師：松本 翔太技師 

熊本総合病院  

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 31年 1月 24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 

演題：パパニコロウ染色～原点に帰って～ 

 

 

講師：大塚 幸二技師 

熊本赤十字病院 

 



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

月　日 場　所 主　題 内　容 ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数

2月9日 熊本市 臨床微生物部門 第3回臨床微生物部門講演会 検体検査 専門 20

2月14日 熊本市 病理細胞部門研修会 サーベイ結果報告会 検体検査 専門 20

2月23日 熊本市 輸血細胞治療部門 輸血検査研修会 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3,000円といたします。

平成31年2月



1月の月間行事予定 

 

1月 16日（水）生物化学分析部門 

1月 18日（金）腹部超音波症例検討会 

1月 20日（日）熊本県ニューリーダー育成研修会 

1月 22日（火）臨床血液部門研修会 

1月 26、27日（土，日）日臨技九州 第３０回血液検査研修会 

           日臨技九州 一般検査研修会 

1月 24日（木）病理細胞部門研修会 
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