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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。 

 
 

 

 

  

 

1月号より、表紙に、皆様からお送りいただいたペットの写真を掲載しています。お送りくだ

さったどのお写真も、ペットへのたくさんの愛情が感じられ、眺めるたびに忙しいさなかでも

ほっこりできるように思います。順次掲載していきますのでどうぞお楽しみに。 

実はまだ、お送りいただいたペットの写真が 1 年分に足りていません（現在 9 月号まで集ま

っています）。我が家のワンコ、にゃんこ、小鳥や金魚など、掲載してもいいですよ、

という方がいらっしゃいましたら、ぜひ下記広報部アドレスまでお送りください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

● 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:http://kuma-amt.or.jp/ 
＊熊本県臨床検査技師会では、ホームページのリニューアルを計画中です。 

実施時期は 3 月上旬。通信の安全性を高めるため、アドレスが一部変更となります。 

(最初のｈｔｔｐがｈｔｔｐｓとなります） 

旧アドレス）http://kuma-amt.or.jp    新アドレス） https://kuma-amt.or.jp 

 

●表紙企画 ペット写真引き続き募集中です。  

待ってるわん！ 

tel:096-275-2268
mailto:nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp
mailto:kumaringi@tos.bbiq.jp
http://kuma-amt.or.jp/


平成 30年度 第 10回熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録 

日 時： 平成 31年 1月 14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、野中、大塚、富田、井島、田上 

欠席者： 竹内、西村 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係 日本医学検査学会下関大会：演題募集延長（12/25まで）、 

 九州臨床検査薬卸連合会賀詞交歓会（1/17）、全国幹事会（1/26）ほか 

熊臨技関係 公明党賀詞交歓会（1/10）、自民党賀詞交歓会（1/11）ほか 

 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 １月ニュース版とともに配布済み。 

   ・渉法（逢坂）：H31年度賛助会員･発行誌広告募集の準備中。 

   ・事業（井島）：精度管理調査報告会（2/9）、臨床検査報告会（3/9）準備中。 

   ・学術（今田）：「くまもと医学検査」発行準備。日本医学検査学会座長推薦ほか。 

   ・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）：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 2 月 23-24 日（福岡）次年度の九州開催は１回のみ。

その後は大阪または東京開催となる予定。 

 4、2018年度プロモーション地区会 九州地区： 1月 17日（木）JR博多 田中、逢坂参加予定 

 5、熊本県技師会リーダー育成研修会 1月 20日 熊保大 22名申込。丸田理事来熊予定 

6、賀詞交歓会： 1月 25日（金）18時～ 東京  田中参加予定 
7、九州支部会議： 2月 2日（土）八仙閣 田中、福吉、野中参加予定 

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

9、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） 

          表彰祝賀会  3月 16日 18：00～ ＫＫＲホテル熊本 

10、医療法改正対策セミナー開催 1月 15日 熊保大 67施設申込 

 遠方からの問い合わせがあり、今後検討する。 

  11、その他 特になし 

  

〈協議事項〉 

1、検査技師連盟の口座引き落としについて 

  ここ数年、技師連盟への加入者が横ばいで、連盟費の値上げ（1 口 1,000 円→3,000 円）も決定してい

る。熊臨技でも積極的に会員へ呼びかけを行うこととなった。 

2、自民党各種団体加入について 

  一部の地臨技では自民党各種団体に加入している様子。熊臨技でも加入してはどうかと提案があり、今

後、検討することとなった。 

 3、Ｈ31年度予算案を会計部から提出された。3/16に開催する理事会へ検討した後、正式決定となる。  



【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３１年１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 

     

 

 

山住浩介氏ならびに工藤圭子氏の 

医事功労者県知事表彰祝賀会について（ご案内） 

 

 

謹啓 時下 会員各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、山住浩介氏（公立玉名中央病院）ならびに工藤圭子氏（たがみクリニッ

ク）を、公益事業や地域保健事業等への貢献された事に対しまして、当会より「熊本県医

事・薬事・健康づくり功労者及び優良団体等知事表彰」の推薦を実施いたしました。 

 つきましては、下記により祝賀会を開催致しますので、ご多忙の折とは存じますが何卒

多数ご出席戴きます様宜しくお願い申し上げます。 

                                      敬白 

 

  

                                       敬白 

記 

 一、日  時 ： 平成３１年３月１６日（土）１８：００～ 

 一、場  所 ： ＫＫＲホテル 熊本 

（熊本市中央区千葉城町3-31 TEL.096-355-0121） 

 一、会  費 ： ７０００ 円 

  ＊恐れ入りますが、施設連絡責任者の方は参加者を出席表にまとめ郵送又はＦＡＸもしくは 

e-mailにより ３月８日（金）迄に下記までご連絡下さい。 

   以上 

連絡先 ； 〒８６０－００８３ 熊本市大窪１－６－３ （一社）熊本県臨床検査技師会事務所 

      事務所 FAX 096-200-1221  

メールアドレス  kumaringi@tos.bbiq.jp  

 

 

発起人  田中 信次（日赤健康管理センター）    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）    野中 喜久（熊本保健科学大学） 

廣瀬 里子（公立玉名中央病院） 

 

 



         FAX 096-200-1221（熊臨技事務所） 行 

                                      

山住浩介氏ならびに工藤圭子氏の功労者県知事表彰祝賀会 

出席票 

 

                        平成３１年   月   日 

一、日  時 ： 平成３１年３月１６日（土）１８：００～ 

一、場  所 ： ＫＫＲホテル 熊本  

          

   施設名                  電話番号              

 

 

   参加者 

 

    氏名                 氏

名                  

 

   

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

 

  

    氏名                 氏名                 

 

 

    氏名                 氏名                 

    

    

通信欄 

 

 

                ＊３月８日（金）迄に出席者をご連絡下さい。 

 

 



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 30年度 第 3 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ：〔 糖尿病と他疾患のかかわり及び栄養の基礎 〕 

 

○ 開催期日 平成 31 年 2 月 24 日（日） 
○ 開催場所 熊本中央病院 ２階 大講堂 
       〒862-0965  熊本市南区田井島 1-5-1  ℡096-370-3111 
○ 参 加 費 非会員 2,000 円 
○ 認定内容  1 群（栄養士）２単位申請中 

     2 群（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、認定更新のための単位取得希望者（1 群以外）は CDEJ あるいは       

CDE-Kumamoto の番号を控えてきてください。 

※ 注意 昼食は、各自でご準備下さい 

《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  〕 
    （本会は、糖尿病協会の中の一つの分会です。＊本案内が届く方が会員です。） 

２．糖尿病療養指導士（CDEJ）の資格の有無 〔  ある・ ない  〕 
 
３．熊本地域糖尿病療養指導士（CDE-Kumamoto）の資格の有無〔  ある・ ない  〕 

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

  
５．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、2 月 20日（水）までにご参加の申込みをお願いいたします。 

  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 重永宛て 

    ＦＡＸ 096-371-8770(代表） ＴＥＬ 096-364-5021（直通） 
※申込先が昨年度より変更になっています。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 





平成 31 年 2 月吉日 
会員各位 

輸血細胞治療部門   
部門長 吉田 雅弥 

 

輸血検査研修会のご案内 

 
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、平成 31 年 2 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。 
内容は輸血検査に関する精度管理を予定しております。輸血の精度管理をしたことがない方、不安を

感じている方など、会員の皆様には多数のご参加をお願い致します。 
勤白 

記 
 
【日時】 平成 31 年 2 月 23 日（土） 14：00～16：00 （13：30～受付開始） 
 

【場所】 国立病院機構熊本医療センター 研修ホール  

※今回は熊本赤十字病院ではありません。 

 
【参加費】会員無料 （非会員 3000 円） 
 
【内容】 ～今からでも遅くない！輸血検査の精度管理～ 
 
     講演 1 「輸血検査における精度管理及び輸血検査で遭遇し得る事例（検査結果等）の紹介」 

演者：未定（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社） 
 

     講演 2 「輸血検査の精度保証のためにやるべきこと」 
演者：福吉 葉子 技師（熊本大学医学部附属病院） 

 
【連絡先】熊本赤十字病院 検査部 吉田雅弥 
     TEL：096-384-2111 
     Mail：m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

 
 

以上 

mailto:m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp


平成 31 年 2 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 

県南地区研修会のご案内 

【日 時】  平成 31 年 2 月 16 日(土) 15：30～17：15 
【場 所】  熊本労災病院 5 階大会議室 （住所）熊本県八代市竹原町 1670 
【参加費】  会員 無料、非会員 3000 円 
【内 容】  『肝線維化に迫る』 

◎15：30～15：35 『県南地区理事の挨拶』  熊本労災病院 中央検査部 柿本 裕一 
座長 熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一 

1）15：35～15：50 『超音波検査から肝線維化に迫る』 
熊本労災病院 中央検査部 岩尾 麻彩技師 

2）15：50～16：05 『血液検査から肝線維化に迫る』 
熊本労災病院 中央検査部 吉﨑 正志技師 

3）16：05～16：35 『組織像から肝線維化に迫る』 
熊本労災病院 病理診断科 部長 栗脇 一三先生 

4）16：35～17：05 『肝臓専門医の立場から肝線維化に迫る（総論）』 
 熊本労災病院 消化器内科 部長 佐々木 雅人先生 

◎17：05～17：15 『質疑応答』 
 

研修会終了後、下記の通り、県南地区の新年会を開催しますので、是非ご参加くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 
 
【日 時】平成 31 年 2 月 16 日（土） 18：30～ 
【場 所】山本食堂（住所）熊本県八代市本町 1－6－8   （電話）0965-34-9460 
【会 費】4000 円 
＊新年会に参加を希望される方は、施設名と氏名をご記入の上、2 月 13日（水）までに 
下記アドレスへご登録をお願いいたします。但し、研修会のみの参加の場合、ご登録

は必要ありません。どうぞよろしくお願いいたします。 

ykecho@kumamotoh.johas.go.jp 
【問合せ先】熊本労災病院 中央検査部 吉田健一 

電話 0965-33-4151（内 7366） 

mailto:ykecho@kumamotoh.johas.go.jp


2 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 

 

2 月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

平成 30 年度熊本県臨床検査

精度管理調査報告会 

基礎-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 2月 9日（土） 

13：00～17：30 

 

熊本県医師会会館 

2階大ホール 

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- 

講師：池田 勝義先生 

熊本保健科学大学 

平成 30年度精度管理調査報告 

① 「概要について」 

講師：西村 仁志 

熊本大学付属病院 

② 「染色体・遺伝子部門アンケート報告」 

講師：笹田 景子 

熊本大学付属病院 

③ 「臨床微生物部門解析報告」 

「微生物フォトサーベイ」 

講師：磯崎 将博 

天草地域医療センター 

④ 「輸血細胞治療部門解析報告」 

輸血検査フォトサーベイ 

講師：吉田 雅也 

熊本赤十字病院 

⑤ 「臨床血液部門解析報告」 

血液検査・血液形態フォトサーベイ 

講師：津田 勉 

SRL熊本ラボラトリー 

⑥ 「病理細胞部門解析報告」 

病理細胞フォトサーベイ 

講師：遠山 亮佐 

   くまもと森都総合病院 

⑦ 「臨床生理部門解析報告」 

心電図・肺機能・筋電図 

各超音波画像フォトサーベイ 

講師：吉田 健一 

熊本労災病院 

⑧ 「生物化学分析部門解析報告」 

生化学検査・免疫血清検査 

講師：山内 露子 

   熊本大学付属病院 

⑨ 「臨床一般検査解析報告」 

尿検査フォトサーベイ 

講師：中山 陽平 

   熊本中央病院 

臨床微生物部門 

専門-20 

 

 

 

連絡先：0969-24-4111 

天草地域医療センター 

平成 31年 2月 9日（土） 

   15：00～17：00 

 

国立病院機構 

熊本医療センター 

研修室 2 

第 3回臨床微生物部門講演会 

特別講演 

「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」 

講師：山本 剛 



磯崎 将博 神戸市立医療センター中央市民病院 

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 2月 14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 

病理細胞部門サーベイ結果報告会 

 

 

 

講師：遠山 亮佐技師 

くまもと森都総合病院 

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 

平成 31年 2月 14日（木） 

19：00～20：00 

 

熊本中央病院 

大講堂 

心電図症例検討会（中級編） 

 

 

 

講師：山口 清正技師 

熊本赤十字病院 

天草地区研修会 

専門-20 

 

連絡先：0969-24-4111 

天草地域医療センター 

岩崎 晃史 

平成 31年 2月 15日（金） 

  18：30～ 

 

天草地域医療センター 

ヒポクラート 

講演 

水痘・帯状疱疹ウィルスについて 

講師：畠田 幹大先生 

マルホ株式会社 

県南地区研修会 

専門-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：0965-33-4151 

熊本労災病院 

柿本 裕一 

平成 31年 2月 16日（土） 

15：30～17：15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本労災病院 

5階大会議室 

肝線維化に迫る 

 

「超音波検査から肝線維化に迫る」 

講師：岩尾 麻彩技師 

熊本労災病院 

 

「血液検査から肝線維化に迫る」 

講師：吉崎 正志技師 

   熊本労災病院 

 

「組織像から肝線維化に迫る」 

講師：栗脇 一三先生 

   熊本労災病院 

 

「肝臓専門医の立場から肝線維化に迫る」 

講師：佐々木 雅人先生 

   熊本労災病院 

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 

平成 31年 2月 20日（水） 

18：30～20：00 

 

 

熊本再春荘病院 2階 

臨床研究部治療技術研究室 

輸血における不規則抗体検査結果の伝え方 

 

講師：上村 朋範先生 

共催：オーソ・クリニカル・ダイアグノス 

チックス株式会社 

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 31年 2月 23日（土） 

14：00～16：00 

 

 

 

 

 

熊本医療センター 

研修センター２階ホール 

今からでも遅くない！輸血検査の精度管理 

講演 1 

輸血検査における精度管理及び輸血検査 

で遭遇し得る事例（検査結果等）の紹介 

講師：未定（バイオ・ラッド ラボラトリー 

ズ株式会社） 

 

講演 2 

「輸血検査の精度保証のためにやるべきこ 

と」 

講師：福吉 葉子技師 

熊本大学付属病院 

 



2月の月間行事予定 

 

2月 2日（土）九州支部会議 

2月 9日（土）平成 30年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会 

  第 3回微生物部門講演会 

2月 11日（月）九臨技総合部門研修会（長崎） 

2月 12日（火）常務理事会 

2月 14日（木）病理細胞部門サーベイ結果報告 

  心電図症例検討会（中級編） 

2月 15日（金）天草地区研修会 水痘・帯状疱疹ウイルスについて 

2月 16日（土）県南地区研修会 肝線維化にせまる 

2月 20日（水）県央地区研修会 輸血における不規則抗体検査結果の伝え方 

2月 23日（土）輸血細胞治療部門研修会  

2月 24日（日）医保福連携学会 
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