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柴犬

名前は「力空（りく）♂」です。平成30年7月26日生まれの柴犬の赤ちゃんです。ようやくご飯の前に「待
て！」が出来るようになりました。まだまだ遊び盛りで、かまってかまっての甘えん坊です。元気に育っ
てくれますように！！
                                                                                             熊本保健科学大学　野中喜久

輸血細胞治療部門研修会のご案内

　第２回 熊本県糖尿病療養指導士

研修会のご案内

10月の研修会

熊臨技「生涯教育講座研修課程」プログラム
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第52回熊本県医学検査学会演題募集のお知らせ



当会への入退会・会員登録内容の変更等につきましては日臨技ホームページをご覧下さい。 
本ニュース版の内容、部数不足、未着等については事務所、広報部までお問い合わせ下さい。 

 
 

 

 

   サクラマチ熊本 オープン！・ 熊本県学会演題募集開始！ 

 

九州学会会場熊本城ホール隣接 サクラマチ熊本がついにオープンしました。 

       

すでに訪れた方も多いのではないでしょうか。バスターミナルに隣接し、ショップや

レストランなど充実の設備に、ガーデンテラスでは巨大なくまモンがお出迎え。学

会参加の皆様にもすてきな時間をすごしていただけそうです。 

 

  第 52 回熊本県医学検査学会 演題募集を開始します。 

      

熊本大学病院中央検査部技師長 横山学会長を中心に、県学会の準備も着々と進んでいます。 

   どうぞご期待ください。 

 

 

● 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 

TEL:096-275-2268  FAX : 096-245-3172 

         担当：野中 喜久  E-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp 

 

    広報部： 済生会熊本病院  中央検査部 

          TEL：096-351-8000（内線 2052） FAX：096-351-8780 

          担当 ：富田 文子 E-mail：ayako-tomita@saiseikaikumamoto.jp 

 

事務所：〒860－0083  熊本市北区大窪 1 丁目６番３号     

TEL：096‐324‐8477 FAX：096‐200‐1221 

           E-mail：kumaringi@tos.bbiq.jp 

     
    技師会ホームページ: 3 月 9 日より 新アドレス  https://kuma-amt.or.jp  

●  

tel:096-275-2268
mailto:nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp
mailto:ayako-tomita@saiseikaikumamoto.jp
mailto:kumaringi@tos.bbiq.jp


令和元年度 第 5 回 熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録 

 

日 時： 令和元年 8月 7日（水）19：00 ～21:30 

場 所： 熊本大学病院 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、野中、大塚、富田、田上、西村 

欠席者： 逢坂、井島 

 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係 第 69回日本医学検査学会（2020.4.24-25仙台）一般演題受付

開始 9/2～11/1、検体採取等厚労省指定講習会の九州地区開催は 9/14-15（福岡）が最終となる 

熊臨技関係 医専連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（9/21）ﾃｰﾏは在宅医療  

 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（富田）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送  

   ・組織（副会長）：特記事項なし  

   ・渉法（逢坂）：特記事項なし 

   ・事業（井島）：第 7 回熊本県精度保証研修会（8/3）参加者 48 名。精度管理調査申込み案内を

近日中にﾆｭｰｽ版と HPで行う予定。 

 ・学術（今田）：「くまもと医学検査」論文募集 

   ・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）：ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ実践講習会（8/24-25）の参加者募集呼びかけを一斉ﾒｰﾙで行う。 

認知症対応力向上研修会（9/16）への参加呼びかけ。 

 3、熊本市民健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 9/29 熊本市総合体育館   

先日の総務部会で、弁当や日当は各団体で支払うことが決定した（昨年同様）。指先でﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ

濃度測定が出来る機器（ｼｽﾒｯｸｽ）の導入の提案あり。 

4、第 2回 理事会について 

  10/5 14 時～ 熊本大学病院中央検査部ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑで開催する。主な内容は九州支部医学検査学

会の進捗状況報告など。 

5、その他  

9/26に九州学会（11/2-3）の企業展示ﾌﾞｰｽに出展するﾒｰｶｰを対象に説明会を実施する。 

会長および副会長、西村理事が対応予定。 

＜協議事項＞ 

1.  研修会や勉強会への参加について 

先日の精度保証研修会や今度実施されるﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ実践講習会をはじめとして、最近 研修会へ

の参加人数が減少しているようである。内容の問題なのか、それ以外が問題なのか、精査する必

要がある。若手技師が参加するような内容（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ、ｽﾗｲﾄﾞ作成、抄録・論文作成など）を検

討する。また、遠隔地でも研修会に参加出来るようｻﾃﾗｲﾄ Web の導入なども検討したらどうかと

の意見も出された。 

      以上 



令和元年 10月吉日 

会員各位 

熊本県臨床検査技師会会長 田中信次 

 

令和年度 全国検査と健康展のスタッフ募集 

 
令和元年度の全国検査と健康展を 11 月 30 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  令和元年 11月 30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 15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 
 

 



令和元年 10 ⽉吉⽇ 
会員各位 

第 52 回熊本県医学検査学会 
学会⻑  横⼭ 俊朗 

 

第 52 回熊本県医学検査学会演題募集のお知らせ 
季秋の候、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 52 回熊本県医学検査学会の⼀般演題を下記の要領で募集いたします。 
⽇々の研究成果や経験のなかで学び得た貴重な症例などありましたら、今学会にて是⾮ 
ご発表ください。また、優れた演題については優秀演題賞を授与いたしますので、奮って
ご応募お願い致します。 

記 

 

⼀般演題募集要項 
1. 開催概要 

⽇時：2020 年 5 ⽉ 24 ⽇（⽇） 
場所： 熊本⼤学医学部 医学教育図書棟 医学総合研究棟 3 階 

〒860-8556 熊本市中央区本荘 1-1-1 TEL：096-373-5706 
2. 演題受付期間 

令和元年 10 ⽉ 20 ⽇〜令和元年 12 ⽉ 20 ⽇  
 

3. 抄録受付期間 
令和２年１⽉１⽇〜令和２年１⽉ 31 ⽇ 

 
4. 抄録⼊⼒様式については、熊臨技 HP をご覧ください。 

 
5. 発表形式は全て液晶プロジェクターによる⼝演形式とします。 

スライドは、Microsoft Windows PowerPoint 2010〜で作成ください。 
 

6. 演題の申し込みについては HP にてご案内致します。 
 詳細は熊臨技 HP を参照ください。 
 演題申し込みは E-mail でお願いします。 
 件名には必ず「県学会演題申し込み」とご記⼊ください。 



令和元年 10 月吉日 
会員各位 

輸血細胞治療部門   
部門長 吉田 雅弥 

輸血細胞治療部門研修会のご案内 
 

謹啓 
各会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、輸血細胞治療部門におきまして、令和元年 11 月の輸血研修会を下記日程にて開催を予定してお

ります。今回の内容は前回、前々回の参加者から好評であった「症例検討会(グループディスカッション)」
を予定しております。新人技師やベテラン技師、当日直のみ担当する技師および輸血症例を多くこなす

施設から、輸血業務があまりない施設をランダムにグループ分けして答えを導き出してもらう予定にし

ております。 
また、各グループに認定輸血検査技師を配置し、アドバイス役として参加してもらいます。 
今回はE-mailでの事前申し込み制とします(申し込み無しの当日参加も受け入れ可能です)。11/1(金)締

切りですので早めの申し込みをお願いいたします。 
謹白 

記 
 
【日時】 令和元年 11 月 9 日（土） 14：00～16：00 （13：30～受付開始） 
【場所】 熊本赤十字病院 研究・研修センター 4 階 401・402 研修室 
【参加費】会員（入会申請中）無料 （非会員 3000 円） 
【締切】 令和元年 11 月 1 日（金） 
【申込み連絡先】 熊本赤十字病院 検査部 田中 希歩    
       E-mail：tanaka.kiho.mo@kumamoto-med.jrc.or.jp 
【申込要領】申込みの際は、件名に「11/9 輸血研修会」、本文に「施設名」「所属」「受講者氏名」「技師

年数」「輸血業務の頻度 多い・普通・少ない（ご自身の感覚で結構です）」を記載して下

さい。送信後、1 週間経っても返信がない場合は、お手数ですが上記連絡先までご連絡下さ

い。 
 
【症例１】 徳永 さやか 技師 （JCHO 人吉医療センター） 
【症例２】 丸山 あゆみ 技師 （水俣市立総合医療センター） 
【症例３】 岩崎 晃史  技師 （天草地域医療センター） 
 
問い合わせ先 熊本赤十字病院 検査部 吉田 雅弥 
     TEL：096-384-2111（内線 6371） 
     Mail：m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

以上 



令和元年度 第 2 回熊本県糖尿病療養指導士研修会 

テーマ 【 糖尿病腎症重症化の予防に向けた医療連携 】 

○ 開催期日 令和元年 11 月 23 日（祝日） 

○ 開催場所 熊本中央病院（大講堂） 

○ 主  催 熊本県糖尿病療養指導士会 / 共催 ニプロ株式会社  

○ 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 11月 18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） 総合司会： 藤本 有紀 

 

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 00分） 

演題『 糖尿病腎症の食事療法  』（60分） 

演者：独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 管理栄養士 白坂 亜子先生                     

2.（10時 10分～11時 30分） 

演題『 熊本市 CKD病診連携システムと糖尿病性腎症について 』（80分） 

                          演者：熊本市民病院 腎臓内科部長 宮中 敬先生 

3.（11時 40分～12時 10分） 

 演題『 糖尿病腎症重症化の予防 –当院の取り組みについて- 』（30分） 

演者：独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 日本糖尿病療養指導士 看護師 中村 友美先生 

 

昼食（12時 10分～12時 50分）12:20～12:35 製品紹介：『ニプロげんきノート』について ニプロ株式会社 

※※ 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》  

4.（12時 50分～13時 50分） 

 演題『 チーム医療を用いた CKD外来診療の実際とその重症化予防効果 』（60分） 

演者：医療法人海の弘毅会 新北九州腎臓クリニック 日本糖尿病療養指導士 看護師 案西 敦子先生                      

5.（14時 00分～15時 10分）  

 演題『 糖尿病腎症から透析導入時期を遅延するための支援 』（70分） 

京都大学医学部附属病院 慢性疾患看護専門看護師 小江 奈美子先生 

6.（15時 15分～16時 15分） 

演題『  本県の糖尿病対策について  』（60分） 

 熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課 保健師 木庭 聡子先生 

連絡事項 （16時 15分～16時 25分） 

閉会の辞 

 企画責任者：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 



 
 
 

 令和元年度 第 2回 熊本県糖尿病療養指導士研修会 

テーマ：〔糖尿病腎症重症化の予防に向けた医療連携〕 

 

○ 開催期日 令和元年 11 月 23 日（土） 
○ 開催場所 熊本中央病院（大講堂） 
○ 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（認定更新のための研修会）申請中 

※ 注意 当日は、CDEJ/CDE-Kumamoto の番号を控えてきてください。（単位取得希望者） 

《研修会参加申し込み用紙》※申込先は下記をご確認ください 

施   設   名 氏  名 電  話 

 
 

  

 
  下記の〔 〕内の該当する項目に○をつけてください。 

 
 １．熊本県糖尿病療養指導士会の会員の有無 〔  会員 ・ 非会員  〕 
  

２．糖尿病療養指導士の資格の有無     〔  ある・ ない  〕 
  

３．研修会の単位希望について〔 第 1 群・第２群・CDE-Kumamoto・ない 〕 
  

４．あなたの職種について 
〔看護師・管理栄養士・栄養士・薬剤師・検査技師・理学療法士 
・その他（          ）〕 

※ 準備の都合上、11 月 18 日（月）午前中までにご参加の申込み

をお願いいたします。期日以降の申し込みは受け付けませんので、あらかじめ

ご了承ください。 

  下記あてに FAXにて送信してください。 

 〔この用紙に必要事項をご記入のうえ送信してください。送り状は不要です。〕 

 
 《送信先》医療法人朝日野会十善病院 栄養科内 重永 宛て 

    ＦＡＸ 096-371-8770(代表） ＴＥＬ 096-364-5021（直通） 
※お間違えの無いようご注意ください。 

医療法人朝日野会十善病院 栄養科 重永宛て 



10 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 

 

10月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

県央地区研修会 

専門-20 

 

連絡先：096-248-2111 

国立病院機構 菊池病院 

石本 哲人 

令和元年 10月 2日（水） 

   18：30～20：00 

 

 

菊池恵楓園大会議室 

「酵素項目を主体とした生化学検査の 

ピットフォール」 

 

講師：金澤 禎士郎先生 

関東化学株式会社 

ライフサイエンス部 

一般検査研修会 

専門-20 

 

連絡先：096-370-3111 

熊本中央病院 

中山 陽平 

令和元年 10月 10日（木） 

   18：30～20：00 

 

 

熊本医療センター2階ホール 

「認定一般検査技師を目指す方々へ」 

 

講師：川端 小百合技師 

熊本医療センター 

 

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 

令和元年 10月 24日（木） 

18：30～20:00 

 

 

熊本医療センター2階ホール 

第 3回症例検討会 

症例 1 

  木下 史暁技師 

済生会熊本病院 

症例 2 

  平岡 陽介技師 

熊本総合病院 

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 

令和元年 10月 25日（金） 

19：30～20:00 

 

 

熊本中央病院 2階大講堂 

神経伝導検査における波形解釈 

 

講師：西村 康平技師 

熊本機能病院 

＊10 月度の臨床血液部門の研修会は延期になりましたので開催はありません 



月　日 場　所 主　題 内　容 カリキュラム名称 区分 点数

11月2日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 症例検討会 検体検査 専門 20

11月10日 熊本市 臨床生理部門研修会 甲状腺研修会 生体検査 専門 20

11月14日 熊本市 県北地区研修会 改めて学ぶ尿検査～尿定性検査の測定時の注意点と装置の活用について～ 検体検査 専門 20

11月16日 熊本市 臨床微生物部門研修会 第３回講演会 検体検査 専門 20

11月26日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査（応用編） 検体検査 専門 20

1月23日 熊本市 病理細胞部門研修会 講演会 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。

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

令和元年11月～令和２年１月 熊臨技生涯教育委員会
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