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   九州学会特別講演、一部ご紹介 

 

特別講演が続々と決定しています。その一部をご紹介します。 
 文化講演 こうのとりのゆりかご  
まさに、日本の先頭を切って母子を保護する目的で新しい扉を開かれた、蓮田先生にご講演をお願いし
ています。 
 教育講演 楾 清美（はんどう きよみ）先生 （山陽女子短期大学臨床検査学科 准教授） 
青年海外協力隊としてラオスに赴任。臨床検査技師の技術や知識の底上げを目的として活動後、引き
続き、NPO としてラオスの医療に貢献された方です。新しい扉を開き、日本、そして、
世界へ挑むきっかけとなるご講演となることと思います。     
 
詳細は、熊本医学検査学会、九州学会ともに熊臨技 HP でご確認ください。 

 

 

● 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:http://kuma-amt.or.jp/ 
3 月 9 日より 新アドレス  https://kuma-amt.or.jp 

●  
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令和元年度 第 1 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 4月 9日（火）19：00 ～22:00 

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、野中、大塚、富田、井島、田上、西村 

欠席者： 逢坂、竹内 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係 役員候補者選出委員会が開催された（4/7）。総会（6/22）には定款

の変更や監事の増員案が議案として提出される予定。熊臨技関係 藤川たかお議員が県議に再任。 

 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 県学会抄録原稿入稿ずみ 発送作業は 5月 8日  

   ・組織（竹内）：特記事項なし  

   ・渉法（逢坂）：令和元年度賛助会員･発行誌広告募集中 

   ・事業（井島）：精度管理調査是正状況報告 多くの施設から回答あり。対応策として出来るだけ勉強

会等への参加を促す。 

   ・学術（今田）：第 1回学術‣事業部合同部門長会議開催（4/24）。令和元年度新部門役員が決定した。 

   ・生涯教育（大塚）：生涯教育研修会等の開催・参加登録。あじさいセミナー（6/15 同仁堂ホール）西

山技師（あきた病院）池田技師（熊本保健科学大学）による講演とボーリング、懇親会を計画中。

ニュース版にて案内する。  

   ・経理（田上）：通常経理報告 平成 30年度決算が決定した。4/14会計監査 

・特別事業（西村）：特記事項なし 

 3、熊臨技ホームページリニューアルについて：更新など一部の機能で不具合あり。業者に相談する。 

4、 熊本医学検査学会進捗状況：懇親会や学会場への交通アクセスについて次回のニュース版にて案内する。 

 5、理事会開催について：4/27（土）15：00～ 熊本大学病院中検カンファレンスルームにて開催 

6、その他 特になし 

  

〈協議事項〉 

1、肝炎コーディネーターによる講演会について 

 肝炎コーディネーターによる講演会を企画しているが、ニュース版等で会員に向けて広く広報してよいか

質問があった。協議の結果、講演者が肝炎コーディネーターの資格を有する熊臨技会員であれば、熊臨技は

後援もしくは協賛として協力することとなった。また、今後同様の問い合わせが予想されることから継続し

て検討する。 

2、小川しんじ氏の決起集会について 

 6/2 に福岡市において決起集会が計画されている。熊臨技も動員依頼があるようなので、今度の理事会

（4/27熊大カンファレンス）で協議する。 

3. 総会役員について 

  H31年度定時総会（6/27水俣市）の総会役員案について検討した。議長は吉田健一技師（熊本労災病院）、

書記を永田和美技師（熊本保健科学大学）、資格審査委員を古賀和美技師（熊本保健科学大学）に打診す

る。また、書記と資格審査委員それぞれ１名は県南地区の技師から選出することとなった。 

 

以上 



（平成31年４月１日現在）

部門名・担当 氏名 施設名 電話

臨床検査総合部門 
部門長 西村　仁志 熊本大学病院 096-373-5697
副部門長 上島　さやか 済生会熊本病院　　　　 096-351-8000
部門員（会計） 田中　侑紀 熊本大学病院　 096-373-5697
染色体・遺伝子部門
部門長 笹田　景子 熊本大学病院 096-373-5703
副部門長 片淵　達也 熊本大学病院 096-373-7097
部門員（会計） 田中　洋子 熊本大学病院 096-373-5702
臨床微生物部門
部門長 磯崎　将博 天草地域医療センター 0969-24-4111
副部門長 正木　孝幸 熊本保健科学大学 096-275-2111
副部門長 森口　美琴 熊本労災病院 0965-33-4151
副部門長 山本　景一 熊本大学病院 096-373-5696
部門員（会計） 松下　久美子 天草地域医療センター 0969-24-4111
臨床一般部門
部門長 中山　陽平 熊本中央病院 096-370-3111
副部門長 亀山　広喜 熊本保健科学大学 096-275-2111
部門員（会計） 小山   美佐子 熊本中央病院 096-370-3111
生物化学分析部門
部門長 山内　露子 熊本大学病院 096-373-5700
副部門長 山下　昭一郎 熊本大学病院 096-373-5712
副部門長 下村　裕哉 熊本医師会医療センター 096-363-3311
部門員（会計） 手蓑　京美 谷田病院　　　　　　　　 096-234-1248    
臨床生理部門
部門長 吉田　健一 熊本労災病院 0965-33-4151
副部門長(神経) 兼崎　太輔 熊本赤十字病院 096-384-2111
副部門長(画像) 今村　華奈子 熊本大学病院 096-373-5695
会計(神経) 高橋　圭 熊本託麻台リハビリテーション096-381-5111
会計(画像) 渡邊　友里恵 熊本労災病院 0965-33-4151
輸血細胞治療部門
部門長 吉田　雅弥 熊本赤十字病院 096-384-2111
副部門長 山田　聡美 熊本機能病院 096-345-8111
副部門長 吉田　賢太 済生会熊本病院 096-351-8000
部門員（会計） 田中　希歩 熊本赤十字病院 096-384-2111
臨床血液部門
部門長 津田　勉 SRL（日赤病院検査部) 096-384-2111
副部門長 山本　紀子 熊本大学病院 096-373-5702
（会計） 飯干　和江 熊本機能病院 096-345-8111
病理細胞部門
部門長 遠山　亮佐 くまもと森都総合病院 096-364-6000
副部門長 石原　光浩 熊本大学病院 096-373-7099
（会計） 布上　亜紀 熊本市医師会検査センター 096-372-6767

令和元年度　熊臨技学術部　部門役員紹介



平成 31 年 4 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」開催のご案内 
 
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喜び申し上げます。 
元号が令和となって最初の医学検査学会を水俣で開催致します。今学会は前日

にうたせ船クルージングとやうちブラザーズをお迎えしての懇親会を企画し、

会員の皆様の親睦を深めると共に、水俣の地を知って頂く機会になればと思っ

ております。特別講演は「地域医療に対する将来構想」として水俣市立総合医

療センター病院事業管理者 坂本不出夫先生、文化講演は「水俣病患者家族にう

まれて」としてコミックバンドやうちブラザーズのリーダーであり、水俣病資

料館の語り部でもある杉本肇様をお迎え致します。 
ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加頂きますようお願

い申し上げます。   
謹白 

記 

会期：令和元年 5 月 26 日（日） 

会場：水俣市総合もやい直しセンター 「もやい館」 

会費：会員  1,000 円 

   非会員 5,000 円(抄録集代含む) 

 

  日臨技生涯教育点数：学会 専門 20 点 

            総会 基礎 20 点 
 

問い合わせ先：国保水俣市立総合医療センター 
臨床検査科 河野公成 
TEL：0966-63-2101 



【会場（もやい館）へのアクセス】 

水俣市総合もやい直しセンター「もやい館」  
〒867-0005 熊本県水俣市牧ノ内 3-1 TEL 0966-62-3120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お車でご来場の方 

（熊本方面より 60-70 分） 益城熊本空港 IC→水俣 IC→もやい館 

 

 

新幹線でご来場の方 

（熊本駅より 30-35 分） 熊本駅→新水俣駅→タクシーにて会場へ 
 
 
 

鹿児島方面 

国道 3 号線 

県道 56 号

熊本方面 

水俣ＩＣ 
新水俣駅 
方面 



 

会員各位                            平成 31 年 4 月吉日 
                          女性部会  

第 51回 熊本県医学検査学会 

ピンクカフェ オープンします     ピンクリボングッズ 

場所：水俣市総合もやい直し            販売あります 

「もやい館」ロビー 

日時：令和元年 5月 26日（日）  

9:00～14:00 

       

技師同士の交流、情報交換の場として 

飲物やお菓子を食べながら 

ゆったりとお話しませんか？ 

 

※尚、今学会はキッズルームの併設はありません 

 

第 50回熊本県医学検査学会でピンクカフェにお立ち寄りいただいた会員様からのアンケート結果 

～掲載が遅くなり申し訳ございません～ 

回答者 81名 

Q,仕事への復帰の際、障害や不安だったことはなんですか？（自由記載）  

・子供の病気時の対応    

・同じ仕事（分野）に戻れるかどうか       

・仕事がちゃんとできるか      

・仕事へのブランク、子供の病気、行事等での休暇への職場の理解   

・スキルの維持や職場で受け入れてもらえるか不安です      

・離職期間が長かったので仕事への不安、家事との両立など   

・体力面、技術面等 

Q,熊本県技師会への要望 （自由記載）       

・質疑応答がその場でできない技師さんのためにアンケートを用意してほしい  

・グッズの販売をお願いします  

・メールマガジンを利用した情報提供      

・県学会の一般演題数やシンポジウムなどもう少し増やしてほしい   

・学会参加など HPでの受付ができるとよい     

・学会の千円を技師会費に入れてほしい       

・学会が土曜だったら保育園に子供を預けられるのでは    

・気軽に問合せできる環境であると良い     

・２０代、３０代の参加がしやすいようにして下さい（子供づれ参加をアピールする事） 

・（学会での託児所等の施設）色々ととハードルが高いと思いますができたらいいですね  

今度の県学会では上記の回答の中から、他の技師さんはどのように対応しているのか？など事例を

問うアンケートも企画してます。ご協力の程宜しくお願いいたします                                                                             

                     文責  谷田病院  手蓑京美 

 



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   
 
 

（一社）熊本県臨床検査技師会 表彰 各賞受賞者のご紹介 
 
 

 当会では毎年県学会時に開催する定期総会において熊臨技表彰を行っております。 
３０年度は下記の方々が表彰されることになりました。 
 各賞の推薦理由等は令和元年度定期総会においてご紹介いたします。受賞されました

方々には心よりお祝いを申し上げます。また、当会に対するご協力に対しても感謝申し

上げます。 
 今後とも引き続きご活躍されますことをお祈り致します。 
  

記 
１．学術奨励賞 
     田中 希歩 氏（熊本赤十字病院） 
 
２．会長賞 
     松岡 拓也 氏（済生会熊本病院） 
 
３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略）                
    

氏名 氏名 氏名 氏名 

吉田 明世 桑原 智英 里田 亜矢子 西方 菜穂子 
山内 すみよ 岡崎 孝憲 西 恵子 松本 美紀 
隅倉 斗志文 佃 孝治 陳内 純子 秋吉 文絵 
山本 恭朋 斉藤 美智代 布上 暁 上田 俊三 
横山 俊朗 松本 康孝 渕辺 恭裕 平尾 真一 

 
以上      

 
 
※ 各賞の表彰式について  
 令和元年５月２６日（日）開催の熊本県医学検査学会時に開催いたします。 



（一社）熊本県臨床検査技師会 

会    長 田中 信次 

生涯教育部長 大塚 幸二 

 

 

「あじさいセミナー2019」のご案内 
 

 

 謹啓 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、熊本県臨床検査技師会では「あじさいセミナー2019」を下記の通り開催致します。 

このセミナーは新人教育の一環として毎年あじさいの咲く 6 月に開催しています。 

講演終了後はボウリング大会や懇親会も予定しております。 

つきましては、新入会員、新卒・入会予定技師の方ばかりでなく、一般会員の方も多数の参加を 

お願い申し上げます。 

謹白 

 

 

記 

 

開 催 日：令和元年６月１５日(土) １４：００～１６：００ 

 

会  場：同仁堂ホール スタジオライフ 

     熊本市中央区上通町２－７ （ＴＥＬ）096-325-8131 

 

内  容：  

     13：30 受 付 

14：00 オリエンテーション 

14：10 「接遇（医療事故をふまえて）」  西山 明美 技師（あきた病院） 

     15：00 休 憩 

15：10「よりよい検査結果を提供するために-法律が変わったことを理解しておこう-」 

池田 勝義 先生（熊本保健科学大学） 

15：40 常務理事・学術部門長紹介 

16：00 移動（スポルト/大劇ボウル 16：15 集合） 

16：30 ボウリング大会（スポルト/大劇ボウル） 

18：00 懇親会（石松茶屋を予定） 

会  費：新卒・入会予定者 

１０００円（セミナーのみ） 

２５００円（セミナー＋ボウリング＋懇親会） 

     一般会員 

５１００円（ボウリング＋懇親会） 

          ３５００円（懇親会のみ） 

申込締切：令和元年５月３１日(金) 

 

申込方法：氏名、勤務先、連絡先（ＴＥＬ）、セミナー受講の有無、ボウリング参加の有無 

     懇親会参加の有無を明記の上、メールまたはＦＡＸにて下記までお送りください。 

申 込 先：〒861-8520  

熊本市東区長嶺南２丁目 １-１ 

     熊本赤十字病院 検査部 

     吉田 雅弥 

（電 話） 096-384-2111（内線 6371）  （ＦＡＸ） 096-384-8891 

（メール） m-yoshida@kumamoto-med.jrc.or.jp 

 

担  当：(一社)熊本県臨床検査技師会 生涯教育委員会 



2019年 4月吉日 

会員各位 

生物化学分析部門  

                                 部門長 山内 露子 

 

生物化学分析部門研修会開催のご案内 

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、下記の日程で研修会を開催いたします。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省

令が公布され、2019年 4月 1日から梅毒の届出基準及び届出様式の一部が改正されました。

今回は梅毒をテーマに 2名の先生に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 ： 2019 年 5月 15日 (水) 18：30～20：00 

場  所 ： 熊本大学病院 山崎記念館 1階研修ホール 

参 加 費 ： 会員 無料 (非会員 3000円) 

内  容 ：  

1. 当院における梅毒検査の現状       熊本大学病院 嶋村 啓太 

2. 梅毒の現状と検査法       極東製薬工業株式会社 中岡 啓一 

 

 

 

 

 

 

 

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)  



社会福祉法人恩賜財団 済生会みすみ病院
検査室 室長

小郷 美紀生 先生

日時／2019年5月16日（木） 19：00-20：30

会場／くまもと県民交流館パレア9階 「会議室１」
熊本市中央区手取本町8番9号 テトリアくまもとビル 9階

TEL 096-355-4300

医療法人創起会 くまもと森都総合病院
臨床検査科 副技師長

今田 龍市 先生

独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本労災病院
副院長・消化器内科部長

佐々木 雅人 先生

主催：アッヴィ合同会社
後援：熊本県臨床検査技師会

「当院における肝炎ウイルス陽性患者の院内連携の構築
～肝疾患コーディネーターの立場から～」

医療法人創起会 くまもと森都総合病院
理事長・院長

藤山 重俊 先生

座長

座長

情報提供 19:00～19:10

「Ｃ型肝炎治療薬について」 アッヴィ合同会社

特別講演 19:30～20:30

講演 19:10～19:30

座長

演者

演者

専用の駐車場はございません。会場横の鶴屋パーキングにご駐車頂きますと

駐車補助券（2時間分）をご準備しております。

お問い合わせ先：アッヴィ合同会社 担当：荒口（アラグチ） ℡080-2020-4650

「ウイルス性肝炎の最新治療と
当院における肝炎患者の拾い上げ活動について」

熊本県臨床検査技師会向け 学術講演会

※



5 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 

 

5 月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

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 5月 9日（木） 

18：30～20:00 

 

熊本医療センター2階ホール 

① 「尿沈渣の基礎～血球・結晶・円柱編」 

② 「熊臨技尿沈査フォトサーベイ解説」 

 

講師：中山 陽平技師 

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 

磯崎 将博 

令和元年 5月 11日（土） 

   15：00～17：00 

 

 

 

熊本大学病院 

医学教育図書棟 4階第 4講義室 

第 1回臨床微生物部門講演会 

話題提供 

山口 重人先生 

栄研化学株式会社 

特別講演 

Diagnostic stewardshipってなに？ 

中村 竜也先生 

京都橘大学 健康科学部 

生物化学分析部門 

専門-20 

 

連絡先：096-373-5700 

熊本大学病院 

山内 露子 

令和元年 5月 15日（水） 

18：30～20：00 

 

熊本大学病院 

山崎記念館 1階研修ホール 

「当院における梅毒検査の現状」 

嶋村 啓太技師 

熊本大学病院 

「梅毒の現状と検査法」 

中岡 啓一先生 

極東製薬工業株式会社 

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 5月 21日（火） 

19：00～20：00 

 

熊本大学病院 

山崎記念館 

初心者のための心電図講座 

木下 ゆい技師 

熊本大学病院 

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 

令和元年 5月 22日（水） 

   18：30～20：00 

 

 

熊本再春医療センター2階 

臨床研究部治療技術研究室 

検査技師の近未来像 

西浦 明彦技師 

くまもと森都総合病院 

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 

令和元年 5月 23日（木） 

18：30～20:00 

 

熊本医療センター2階ホール 

第 1回症例検討会 

症例 1 

  鹿島 星林技師 

熊本医療センター 

症例 2 

  古田 沙織技師 

熊本大学病院 

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 SRL 

津田 勉 

令和元年 5月 28日（火） 

18：30～20:00 

 

 

熊本医療センター2階ホール 

1. 血球計数の変遷と血液検査のピット 

ホール 

白神健二先生 

アボットジャパン株式会社 

2. １人でも怖くない はじめての血算 

～データの落とし穴～ 

田中 洋子技師 

熊本大学病院 



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 

令和元年 5月 30日（木） 

   18：30～20：00 

 

天草地域医療センター 

健診センター2階会議室 

法改正に対する精度管理について 

  富田 浩平技師 

上天草市立上天草総合病院 

 



熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

令和元年6月～8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6月13日 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣の見方（上皮細胞、異型細胞、その他） 検体検査 専門 20
6月22日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 血液型検査及び交差適合試験について 生体検査 専門 20
6月27日 熊本市 病理細胞部門研修会 第２回症例検討会 検体検査 専門 20
7月未定 熊本市 臨床生理部部門研修会 心エコー・腹部エコーハンズオンセミナー 生体検査 専門 20
7月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血検査（不規則抗体） 検体検査 専門 20

7月6日又は
20日

熊本市 臨床微生物部門研修会 第2回講演会 検体検査 専門 20

7月11日 熊本市 臨床一般部門研修会 穿刺液検査について 検体検査 専門 20
7月23日 熊本市 臨床血液部門研修会 症例検討会Ⅰ（1～3） 検体検査 専門 20
8月未定 熊本市 遺伝子部門研修会 遺伝子検査実習（10名程度） 検体検査 専門 20
8月未定 熊本市 総合部門研修会 多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会 基礎 30
8月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 血管エコー検査研修会 生体検査 専門 20
8月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 実技講習会 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。

熊臨技生涯教育委員会



5月の月間行事予定 

 

5月 9日（木）一般検査研修会 

5月 14日（火）常務理事会 

5月 11日（土） 臨床微生物部門講演会 

5月 15日（水）生物化学分析部門研修会 

5月 21日（火）臨床生理部門研修会 

5月 22日（水）県央地区研修会 

5月 23日（木）病理細胞部門研修会 

5月 26日（日）第 51回熊本県医学検査学会 

5月 28日（火）臨床血液部門研修会 

5月 30日（木）天草地区研修会 
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