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田　中　信　次

富　田　文　子

2019 年 6月

第445 号

兎
私の家族のぱんちゃん、男の子のうさぎです。私が小学校 5年生のころ我が家へやってきました。
牧場でうまれたぱんちゃんは元気いっぱいで、小さい頃からよく廊下を走り回っていました。
耳がとてもいいため、えさやおやつの袋の音ですぐに気づき、立ち上がってアピールします。
私のうしろをついて歩いたり、膝に飛び乗ってきたりする様な、可愛らしい一面もあります。
3年前に天国に行ってしまいましたが、ぱんちゃんはとても幸せな時間をくれました。

                                                                       工藤加奈さん　（済生会熊本病院中央検査部）
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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。 

 
 

 

 

   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。 

 熊臨技企画 Let’s think! 〜さあ、みんなで考えよう～ 

学会初参加型企画！高度化・複雑化した医療現場で「チーム医療」を推進するには、互いに連携・

補完しあう考え方が重要であり、それは検査室の中でも同様です。「考える力」、「伝える力」、「決める

力」、そして「人を動かす力」といったノンテクニカルスキルを学び体感していただきます。 

  熊臨技企画   熊本地震を経験して 

    自らの知識、経験を地域、職域へどう還元したかを、医師、臨床検査技師の 5 人の先生方にご 

講演いただく予定です。 

 

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: 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


平成 31 年度 第 1回  理事会議事録 

日 時： 平成 31年 4月 27日（土）１５：００～１６：００ 

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 

  （〒860-8556 熊本市中央区本荘１−１－１  096-373-5706） 

出席者：田中 信次、松本 珠美、野中 喜久、大塚 幸二、田上 さやか、今田 龍市、井島 廣子、 

西村 仁志、麻生 靖子、宇佐美 祥子、中島 みどり、田上 圭二、岩崎 晃史、井上博幸、

上原 正信、原田 精一 

欠 席（委任状）：福吉 葉子、富田 文子、竹内 保統、逢坂 珠美、石橋 浩三、山住 浩介、 

渡辺 正剛、外口 憲一郎、津田 勉、園田 敏雅、石本 哲人、岡崎 孝憲、上尾 早紀、 

山口 勝利、片山 卓也、嶋原 裕美   （順不同） 

＜報告事項＞ 

１．会長報告 ：  

熊臨技関係：市民健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催（9/29） あじさいセミナー開催（6/15） 

日臨技・九州支部関係：役員候補者選出委員および監事候補者の依頼あり。検体採取等に関する厚労

省指定講習会受講促進 九州支部会議開催（6/2）  

２．各部報告 

   ・総務（野中）：日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等 

   ・広報（富田）： ニュース版の発行および発送 

   ・組織（竹内）：特記事項なし 

   ・渉法（逢坂）：平成 31年度賛助会員・発行誌広告の募集  

   ・事業（井島）： 特記事項なし 

   ・学術（今田）：県学会・九州学会準備 

   ・生涯教育（大塚）： あじさいセミナーの計画 

   ・会計（田上）：通常経理報告 

・特別事業（西村）：特記事項なし 

３. 第 51回 熊本県医学検査学会（R1.5.26）担当 県南地区 場所 水俣市総合もやい直しセンター 

学会場の案内を再度ニュース版にて行う予定。懇親会やランチョンセミナー、前日のイベントの参加

申込を受付中。   

４．日臨技九州支部医学検査学会（R1.11.2-3）場所 熊本城ホール 

  演題申込み受付中。詳しくはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照。 

５．その他  

  特になし 

＜協議・承認事項＞ 

１． 平成 30年度事業報告（生涯教育研修会計画含む）および決算報告について 

資料の通り、承認された。但し、平成 30年度決算は名簿の発行に伴い、前年度より収益が減ってい

る。 

２． 平成 31年度（令和元年度）定時総会について   

5月 26日 10：50～ 水俣市において開催される。総会役員（案）は次の通りに承認された。 

議 長      吉田健一技師（熊本労災病院） 

書 記      西山明美技師（あきた病院） 

永田和美技師（熊本保健科学大学） 

資格審査兼議事運営委員 古賀和美技師（熊本保健科学大学） 

榮永智治技師（水俣市立総合医療センター） 

３． 学術奨励賞および会長賞の記念品について 

毎年、熊臨技では学術奨励賞として財団法人化学及血清療法所と連名で、一方、会長賞は熊臨技か

らそれぞれ記念品を添えて表彰を行っている。例年、表彰楯を準備しているが、高額であることな

どから賞状に変更したらどうかとの提案があり、協議の結果、次年度以降は表彰状を授与すること

となった。但し、予算については現行通りとする。 



４． 九州支部講演会の開催について 

６月２日（日）13：30～ ホテルニューオオタニ博多にて開催される。 

演 題 ： 「臨床検査におけるイノベーションと標準化」 

講 師 ：  康 東天 先生（九州大学病院 検査部長、九州大学医学部研究院教授） 

熊臨技に 50名程度の動員依頼があり、常務理事や理事を中心に参加をお願いしたい。なお、交通費

の支給を検討中。同日、小川しんじ氏の決起集会も行われる予定。 

５． その他 

・日臨技九州支部医学検査学会のスタッフ依頼について 

 県北、県南、天草、阿蘇地域の会員向けに学会スタッフを募集する。前日の準備を含めて 2 日間

の依頼とし、宿泊費を支給予定。各地区の理事を中心に選出をお願いしたい。 

・青年部の創設について 

 熊臨技の組織として青年部を創設してはどうかと提案があった。女性部会を拡大させた形でも構

わない。今後、検討していくこととなった。 

 

 

以上 



令和元年度 第 2 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 5月 14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、逢坂、井島、田上、西村 

欠席者： なし 

 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係 2019 年度都道府県災害対策研修会（7/13-14）日臨技会館、宮島よ

しふみ国政報告会（5/18）下関市、 熊臨技関係 肥後医育振興会定時評議員会（6/17）、熊本市民健

康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（9/29）実行委員推薦 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、定時総会案内 

   ・広報（富田）：ニュース版および県医学検査学会抄録の発行･発送  

JAMT ﾏｶﾞｼﾞﾝ用九州学会案内原稿の作成 

   ・組織（副会長）：特記事項なし  

   ・渉法（逢坂）：H31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、第 7回熊本県精度保証研修会（8/3）学術部との合同開催

テーマ：「学ぶ」を考える！ 

 ・学術（今田）：第 1回部門長会議開催（4/24） 

九州支部講演会（6/2）福岡市「臨床検査におけるイノベーションと標準化」康 東天先生 

   ・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  

   ・経理（田上）：通常経理報告 九州学会の会計を工藤前経理部長に依頼 

・特別事業（西村）：法人報告書（6月末〆切） 

 3、熊本医学検査学会 2019年 5月 25-26日（水俣市） 

4、医学検査学会 2019年 5月 18-19日（下関市） 

5、熊本市民健康フェスティバル 9月 29日 熊本市総合体育館 内容は昨年同様で検討する 

6、九州支部連絡会議 ６月２日 福岡市 常務理事出席予定 
7、その他  

  初級・職能開発講習会や検査説明のできる技師養成講習会、ニューリーダー研修会など日臨技主催の事

業について今後の予定を日臨技に確認する。 

  

〈協議事項〉 

1、小川しんじ氏決起集会について 

  6/2に福岡市にて開催される。熊臨技へ動員依頼があった。同日、九州支部講演会も開催されることか

ら理事や部門長など広く参加を呼びかける。 

2、宮島よしふみ国政報告会について 

  技師連盟より連絡があり、日本医学検査学会（5/18 下関市）において宮島よしふみ参議院議員国政報

告会が開催される予定である。学会参加者に参加を呼びかける。 

 



3、検査と健康展について 

  今年度の実施時期について検討した。昨年、大分で開催された九州支部医学検査学会では同時開催され

ていたことから、熊臨技でも同様に 11 月 2 日に実施することを検討する。実施内容は昨年同様とし、体

組成、血管年齢、乳がんモデル触診などを予定している。 

4、共用基準範囲に関する問い合わせについて 

  熊本県内の共用基準範囲導入状況に関する問い合わせがあった。研修会等ではスライドで公開している

が、個別の問い合わせにはどの程度まで答えるべきか検討した。詳細な内容については対応しかねるが、

施設の規模や検査室の状況など最低限の情報は伝えることになった。 

 

以上 



令和 元年 5月吉日 

会員各位 

第 7 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、「 “学ぶ”を考える！ 」です。昨今、臨床検査技師の職務内容が

幅広く拡大しております。最新情報を迅速にまた適確に患者様に提供する必要がありま

す。とくに高齢者が増加している中、QOL向上のため、いかに健康寿命を担保するかが

課題となっております。そこで、今回、“学ぶ”というテーマで①平均寿命が延長した

分病気も比例増加していることから、「がんゲノム医療」についての最新情報を学ぶ、

②日常遭遇するデータから病態を考える力を学ぶ、③いつでもどこでも研修会に参加し

て学ぶためのツールとして「Webミーティング活用術」について学ぶ、以上についての

研修会を開催予定しております。ぜひたくさんのご参加をお願い致します。 

 尚、詳細につきましては、次回のニュース版に掲載いたします。 

 

【開催概要】 

開催日時：令和 元年 8月 3日（土） 14:00～17:00 

開催場所：熊本大学病院 医学総合研究棟３階 安全講習室 

参 加 費：1000円 

 

【開催内容】 

1. 最新情報を学ぶ！「がんゲノム医療最前線！」 

  2. 臨床検査技師のためのスキルアップセミナー！ 

～この検査結果どう考えますか？～ 

＜症例２題＞ 

  3.「Webミーティングを活用した研修会について」 

 

【問合せ先】 

  熊臨技事業部 事業部長 陣内病院  井島廣子 （電話：096-363−0011） 



令和 元年５月吉日 
 
会員各位 

 （一社）熊本県臨床検査技師会 
  会長  田中 信次    

第５４回日臨技九州支部医学検査学会 
                              学会長  田中 信次   
                            実行委員長  福吉 葉子 
                                                         事務局長  松本珠美   

（公印省略） 
 

 
第５４回日臨技九州支部医学検査学会 実務委員募集について 

 
 初夏の頃、会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より、技師

会活動に対し、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、当会は 2019 年１１月２日（土）および３日（日）に開催されます第５４回九州地区

医学検査学会（熊本市）にむけて準備を進めているところです。 
 つきましては、下記の要領で学会実務委員を募集いたします。ご多忙の折とは存じますが、

ぜひご協力いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
日  時：２０１９年１１月１日（金）、１１月２日（土）、１１月３日（日） 
      １１月１日（金）※学会リハーサル 午後６時３０分～午後８時００分 
      １１月２日（土）午前７時３０分～午後７時００分 
      １１月３日（日）午前８時００分～午後５時００分 
             ※ 各日の実施時間は今後変更となる可能性があります。 
場  所：熊本城ホール（熊本市中央区桜町 2 番 17 号） 
 
 
募集人員：１４５名    募集締切  ７月３１日 
内  容：総務、経理、受付（総合受付、会場受付）、進行、案内、接待、アナウンス、照明

など 
申し込み方法：熊臨技ホームページ内の実務委員募集、FAX, メールでお願いいたします。 

交通費、行動費は熊臨技規定によりお支払いいたします 

以上 
問い合わせ・連絡先 

〒861-5598 熊本市和泉町３２５熊本保健科学大学内 松本珠美 
直通ＴＥＬ/ＦＡＸ096-275-2169 matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp 

 



ＦＡＸ送信表   あて先   096-200-1221（熊臨技事務所） 

メール       宛先   kumaringi@tos.bbiq.jp 

  (件名に 実務応募 と明記いただき、施設名、氏名、TEL、 

学会出動日、リハーサル参加の有無を本文にお書きください） 
 
送信元 
                        

施設名                              
 

氏名                               
 

ＴＥＬ                              
 
 
 

第５４回九州地区医学検査学会 実務委員応募 

 

１、学会出動日 

（可能日を○で囲んでください。２日間とも出動いただける方 大歓迎！） 

  １１月２日（土） 

 

１１月３日（日） 

 
※ リハーサル日１１月１日（金）の参加（ 可  ・  不可） 

 
 
  

以上 
 
 



                                 令和元年 6月吉日 

会員各位 
                       熊本県臨床検査技師会会長 田中信次 

臨床検査総合部門長 西村仁志 
 

令和元年度 日臨技、熊本県臨床検査技師会主催 

「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」 

 

 

開 催 案 内 

 

【日  時】  令和元年 8月 24日（土）25日（日）  各日 10:00～17:00 

【場  所】  熊本大学病院 山崎記念館  １階研修ホール 

【参 加 費】  1,000円 

【募集人数】  先着５０名 

【内  容】  詳細につきましては 7月号ニュース版でお知らせ致します。 
・臨床検査技師が他職種業務を知る意義 

・知っておくべきベッドサイド機器管理、患者移送技術、薬理 

・患者心理と家族とのコミュニケーション 

・患者のための検査説明手法と実践      などを予定 

【申込方法】  詳細につきましては 7月号ニュース版でお知らせ致します。 

 

【問合せ先】  熊本大学病院 中央検査部 西村仁志 (TEL 096-373-5697)  

 



令和元年 6月吉日 

会員各位 
                       熊本県臨床検査技師会会長 田中信次 

臨床検査総合部門長 西村仁志 
 

令和元年度 日臨技、熊本県臨床検査技師会主催 

「令和元年 認知症対応力向上講習会」開催案内 

 

 

１．開催日時：令和元年 9月 16日（月・祝）9時 00分～16時 00分（受付 8：30より） 

２．会  場：熊本大学病院 山崎記念館 １階研修ホール 

３．主  催：日臨技、熊本県臨床検査技師会 

４．カリキュラム 

今年度より１日開催となりますので、現在カリキュラム内容は調整中です。 

詳細は、７月のニュース版でお知らせ致します。 

５．受講資格 

 日臨技所属会員であること（必須） 

 都道府県臨床（衛生）検査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） 

６. 募集定員：約 30名 

７．受 講 料：未定  

８．修了証 日臨技生涯教育研修制度 一般教育研修課程 専門教科 20点 

認定認知症領域検査技師制度 10点 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 熊本大学病院 中央検査部 西村仁志 

   電 話（ 096-373-5697 ） メール（ h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp ） 

   

 

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


2019年 5月吉日 

会員各位 

生物化学分析部門  

                                 部門長 山内 露子 

 

生化学検査初心者講習会のご案内 

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、これから生化学検査に携わる方、従事して間もない方、生

化学検査に興味がある方を対象に「生化学検査初心者講習会」を開催いたします。   皆

様のご参加をお待ちしております。 

謹白 

 

記 

 

日  時 ： 2019年 6月 22日 (土)  13:30～17：00 

場  所 ： 熊本大学病院 中央診療棟 3階 

中央検査部カンファレンス室 

参 加 費 ： 会員 無料 (非会員 3000円) 

講   演 ：  

司会 上天草総合病院 富田 浩平   

1. 検体と採血管における影響 熊本市医師会医療センター 下村 裕哉 

2. ノック式ピペットの使い方 熊本大学病院 山下 昭一郎 

3. 分光光度分析法 熊本保健科学大学 池田 勝義 

4. 分析パラメータと反応過程 済生会熊本病院 春田 昭一 

5. 精度管理とメンテナンス 熊本大学病院 山内 露子 

6. 検査データの見方 済生会熊本病院 上島 さやか 

 

 

 

問合せ先 ： 熊本大学病院 中央検査部 山内露子 (TEL 096-373-5700)  



令和元年 6 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、ビオメリュー・ジャパン株式会社 

 

第 2 回臨床微生物部門講演会のご案内 

 

謹啓 

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

さて、今年度第 2 回目の講演会は藤田医科大学の鈴木大介先生をお招きし、下記内容で

開催いたします。皆様お忙しいことと存じますが、お誘い合わせの上ご参加下さいますよう

お願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

日時：令和元年 7 月 6 日（土） 14：00～17：00  

場所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階 第 4 講義室（予定） 

 

内容 

① 話題提供                  ビオメリュー・ジャパン株式会社 

 

② 一般演題   2~3 演題を予定 

 

③ 特別講演 

「感染症診断 10 本勝負！（仮）」    

藤田医科大学 感染症科 鈴木 大介 先生 



2019 年 6 月吉日 
会員各位 

熊本県臨床検査技師会 
臨床生理部門長 吉田 健一 

 

『心エコー・腹部エコーハンズオン研修会（初心者対象）のご案内』 

拝啓  
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、臨床生理部門では、下記の要領で上記研修会を行いますのでご案内申し上げます。 

なお、今回の研修会は事前登録制となりますのでご注意ください。参加ご希望の方は、

申込要領をご確認の上、E-mailにてご登録をお願い致します。                      
敬具 

 
記 

 
◎日 時：2019 年 7月 21 日（日）9：00～15：30終了予定 
◎会 場：熊本大学病院（詳細は参加者に後日お知らせいたします） 
◎参加費：【講義・実技】2000円（会員）、5000円（非会員） 

【講義のみ】無料（会員）、3000 円（非会員） 
 

【申込み連絡先】熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一  

E-mail：ykecho@kumamotoh.johas.go.jp 

 
【参加申込締切】2019年 6月 28日(金) 

 
≪申込要領≫E-mailでお申し込みの際は、「氏名」「所属施設名」「技師会会員番号」「ハン
ズオンへの参加の有無(心臓or腹部)」を記載してください。応募多数の際は抽選となります
のでご了承ください。 
送信後、1 週間経っても返信がない場合は、お手数ですが熊本労災病院 中央検査部 吉田
(0965-33-4151、PHS7366)までご連絡ください。 
 

熊本労災病院 中央検査部 吉田 健一 0965－33－4151（内線 7366） 



令和元年 6 月吉日 
会員各位 

輸血細胞治療部門   
部門長 吉田 雅弥 

令和元年度輸血実技講習会のご案内 
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、輸血実技講習会を下記のごとく開催致します。今回の実技講習会は A コース（定員 25 人）と B コース

（定員 5 人）に分けて行います。参加希望者は【申込要領】をご参照の上、E-mail で申し込みをお願い致しま

す。7/12(金)が最終締め切りですが、定員になり次第、締め切らせて頂きます。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 
勤白 

記 
 
【日時】 令和元年 7 月 28 日（日） 9：30～16：30 （9：00～受付開始） 
【場所】 熊本保健科学大学 1305 実習室、1301 講義室 他 
【参加費】会員 3000 円 （非会員 6000 円） 
【昼食】 希望者は弁当とお茶を準備します。受付時に別途、600 円を徴収致します。 
【締切】 令和元年 7 月 12 日（金） 
申込み連絡先 熊本赤十字病院 検査部 龍 正樹 
       TEL：096-384-2111  内線 6371     
       E-mail：ryu.masaki.me@kumamoto-med.jrc.or.jp 
 
【申込要領】E-mailでお申込みの際は、件名に「輸血実技講習会」、本文に「施設名」「所属」「受講者氏名」「技

師会番号」「施設連絡先（内線も含む）」「お弁当の有無」「AコースまたはBコース」を記載して下さい。技師会

番号がない方は、「入会申請中」「未入会」などの区別を記載して下さい。送信後、1 週間経っても返信が来ない

場合は、お手数ですが上記連絡先までご連絡下さい。 
 
コース A コース（定員 25 人程度） B コース（定員 5 名程度） 
対象 新人または輸血検査に不慣れな技師向け 認定取得を目指している・輸血業務中心の技師向け 
内容 9：30～10：00 講義 

10：00～15：30 実技(血液型、交差適合試験、

不規則抗体スクリーニング) 
 
※途中、昼食あり 

10:00～15：30 実技(血液型、交差適合試験・不規

則抗体、カラム凝集法) 
 
※途中、昼食あり 

15：30～16：30 実技解説 
※講習会当日、内容を一部変更する可能性あり 

 
以上 



令和元年度 第 1 回 熊本県糖尿病療養指導士会研修会 

テーマ「1 型糖尿病への療養指導」 

 
○ 開催期日 令和元年 6月 23日（日） 

○ 開催場所 熊本県立大学（中ホール） 

○ 共   催 熊本県糖尿病療養指導士会 ノボ ノルディスクファーマ株式会社 

○ 参 加 費 2000円（令和元年度会費納入者は無料）   

○ 認定内容 1群（栄養士）2単位申請中 

     2群（日本糖尿病療養指導）2単位申請中 

     熊本地域糖尿病療養指導士（CDE-Kumamoto）認定更新のための単位 

受  付 （8時 40分～8時 55分） 

開会の辞 （8時 55分～9時 00分） 

 

午前の部 （9時 00分～12 時 10分）休憩 20分を含む 
 
≪講演１≫『変わる 1 型糖尿病の治療』         9：00～10：30（90 分） 

医療法人社団 杜の木会 もりの木クリニック理事長 矢野まゆみ 先生 

10分休憩 

≪講演 2≫『1 型糖尿病の治療～カーボカントを中心に～』   10:40～12：10（90分） 

日本赤十字熊本病院 小児科 小松なぎさ 先生 

 

※※※※※※※※     昼食（12時 10分～12時 55分）     ※※※※※※ 

 

午後の部 （12時 55分～16時 15分）休憩 20 分を含む 

 

≪講演 3≫『1型糖尿病患者の本音』            12：55～13：55（60分） 

遠山哲裕さん 

10分休憩 

≪講演 3≫『カーボカウントを含めた 1型糖尿病患者さんへの療養指導』    

            14：05～14：45（40分） 

国保水俣市立総合医療センター 糖尿病看護認定看護師 本田千晶 先生  

≪講演 4≫『実践！カーボカウント～患者会での取り組み～』    

14：45～15：25（40分） 

医療法人社団 杜の木会 もりの木クリニック 管理栄養士 末永加奈子 先生 

10分休憩 

≪講演 5≫『CSII/SAP の導入の実際～1 型糖尿病治療におけるチーム医療について～』     

15：35～16：15（40分） 

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 栄養科長 村岡まき子 先生 

 

連絡事項（16時 15分～16時 20分） 

閉会の辞 

令和元年度 熊本県糖尿病療養指導士会総会（16時 25分～） 

 

 



   
医療法人朝日野会十善病院 栄養科 重永宛て 

 
 

  令和元年度 第 1 回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

 テーマ「1 型糖尿病への療養指導」 

 令和元年 6月 23 日（日）開催 

 

昼食は、各自でご準備ください。 

参加費 本会員 無料 

         非会員 2,000円 

 

※ 注意 認定機構への報告に第 2 群を認定希望される方は、CDE 認定番号が必要となりますの

で、必ず番号を控えてきていただき、受付名簿にご記入してください。番号の提示がない場

合は、認定証の交付が出来ませんので、ご注意ください。 
 

《研修会参加申し込み用紙》 
施 設 名 氏   名 電   話 

   

下記の[ ]内の該当する項目に○印をつけてください。 

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． 日本糖尿病療養指導士（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・CDEJ・CDE-Kumamoto・ない ］ 

５． あなたの業種について 

［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、6月 12日（水）までにご参加の申し込みをお願い致します。 

下記あてに FAXにて送信してください。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） 
※申し込み先が以前と変更になっております。お間違えのないようご注意ください。 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2019年度日臨技九州支部臨床一般部門研修会『玄海シンポジウム』開催案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 九州支部 

 

記 

【日 時】2019年 7月 27日（土）12：30～18：10 

【場 所】九州大学病院キャンパス 医学部基礎研究B棟 3階講義室 

【定 員】120名 

【受講料】3000円   

【生涯教育】臨床一般検査分野 専門課程20点  

※当研修会は日臨技認定一般検査技師資格更新指定研修会となっております 

【募集期間】2019年5月1日（水）～ 2019年7月20日（土） 

※定員になり次第締め切らせていただきます。  

【申込方法】日臨技HP 研修会事前登録より申し込んで下さい。 

非会員の方はメールによる申込みとなります。下記メールアドレスにご連絡

下さい。申込み用紙をお送りします。 

【問合せ先】九州大学病院検査部 川満紀子     

〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 

       TEL: 092-642-5742 E-mail：nhokamur@med.kyushu-u.ac.jp 

―プログラム―  

12：00～12：30 受付 

12：30～12：40 開講式、オリエンテーション 

12：40～13：40 講演①  

『一般検査に必要な尿化学・生化学の知識』  

講師：大阪赤十字病院 山本裕之 技師 

13：40～13：50 質疑応答  

14：00～15：15 講演②  

『尿沈渣 上皮細胞を極める！』  

講師：東京女子医科大学病院 横山貴 技師 

15：15～15：25 質疑応答  

15：35～16：35 講演③ 

『一般検査で知っておくべき尿路感染症の基礎知識』 

講師：九州大学病院 清祐麻紀子 技師 

16：35～16：45 質疑応答   

16：55～18：10 講演④ 

『尿検査の質的向上を目指して』  

講師：国際医療福祉大学 宿谷賢一 技師 

18：10～    閉講式 

19：00～       情報交換会 

mailto:nhokamur@med.kyushu-u.ac.jp


7月5日 熊本市 臨床生理部部門研修会 生理検査における精度管理～医療法改正に備えて～ 生体検査 専門 20
7月6日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 不規則抗体検査について 検体検査 専門 20
7月6日 熊本市 臨床微生物部門研修会 第2回臨床微生物部門講演会 検体検査 専門 20

7月11日 熊本市 臨床一般部門研修会 知っておきたい穿刺液検査の基礎知識「髄液・体腔液・関節液） 検体検査 専門 20
7月19日 熊本市 臨床血液部門研修会 特別講演会「凝固・線溶検査の意義～今、現場は何をすべきか～ 検体検査 専門 20
7月21日 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研修会（初心者対象） 検体検査 専門 20
7月28日 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血実技講習会 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
9月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 肺機能検査勉強会 生体検査 専門 20
9月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 血液センター（副作用報告） 検体検査 専門 20

9月7日又は
14日

熊本市 臨床微生物部門研修会 実技講習会 検体検査 専門 20

9月12日 熊本市 生物化学分析部門研修会 データの読み方（信州大学方式の紹介と例題） 検体検査 専門 20
9月12日 熊本市 臨床一般部門研修会 寄生虫検査について 検体検査 専門 20
9月26日 熊本市 病理細胞部門研修会 講演会（当院で経験した肝胆膵疾患から疾患概念を学ぶ） 検体検査 専門 20
9月27日 熊本市 臨床血液部門研修会 特別講演会 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7月～9月 熊臨技生涯教育委員会



6 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 

 

6 月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

県南（人吉・球磨）地区 

研修会 

専門-20 

 

連絡先：0966-22-2191 

人吉医療センター 

杉本 勝郎 

令和元年 6月 6日（木） 

   17：30～ 

 

 

人吉医療センター 

3階講堂 

超音波研修会 

「明日から始める画像調整の基本」 

 

講師：土屋 先生 

GEヘルスケアジャパン（株） 

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 6月 13日（木） 

18：30～20:00 

 

熊本医療センター2階ホール 

尿沈渣の見方（上皮細胞類、異型細胞、 

その他） 

 

講師：松岡 拓也技師 

済生会熊本病院 

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 6月 14日（金） 

   18：30～ 

 

 

天草地域医療センター 

健診センター2階会議室 

One Health時代の臨床微生物検査 

 

講師：正木 孝幸教授 

熊本保健科学大学 

県南（人吉・球磨）地区 

研修会 

専門-20 

 

連絡先：0966-22-3121 

球磨病院 

嶋原 裕美 

令和元年 6月 14日（金） 

   18：30～ 

 

 

球磨病院 ７階研修室 

異常データの発生予防と発生時の原因の 

見分け方について 

 

講師：金澤 禎士郎先生 

関東化学株式会社 

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 6月 19日（水） 

19：00～20：00 

 

熊本中央病院 

２階大講堂 

ABI/baPWVの基礎と検査結果の見方 

～新しい情報をまじえて～ 

 

講師：御手洗 武先生 

フクダコーリン 

生物化学分析部門 

専門-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：096-373-5700 

令和元年 6月 22日（土） 

13：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本大学病院 

中央診療棟３階 

生化学検査初心者講習会 

1.検体と採血管における影響 

講師：下村 裕哉技師 

熊本市医師会医療センター 

2.ノック式ピペットの使い方 

講師：山下 昭一郎技師 

熊本大学病院 

3.分光光度分析法 

講師：池田 勝義教授 

熊本保健科学大学 

4.分析パラメータと反応過程 

講師：春田 昭一技師 

済生会熊本病院 

5.精度管理とメンテナンス 

講師：山内 露子技師 



熊本大学病院 

山内 露子 

中央検査部カンファレンス室 熊本大学病院 

6.検査データの見方 

講師：上島 さやか技師 

済生会熊本病院 

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 

令和元年 6月 22日（土） 

    14：00～16：00 

 

 

熊本赤十字病院 

研修・研究センター 

血液型検査及び交差適合試験について 

演題 1.血液型検査・交差適合試験の基礎 

講師：林 秀幸技師 

熊本医療センター 

演題 2.演習問題と解説 

講師：龍 正樹技師 

熊本赤十字病院 

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 6月 25日（火） 

18：30～20:00 

 

 

熊本医療センター2階ホール 

血液形態から解かる、細胞機能と 

その役割 2 

 

講師：須田 正洋先生 

元九州大学臨床検査技師長 

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 6月 27日（木） 

18：30～20:00 

 

 

熊本赤十字病院 

研修・研究センター 

第 2回症例検討会 

症例 1 

  山下 祐技師 

熊赤十字病院 

症例 2 

  岩田 理央技師 

くまもと森都総合病院 

 



6月の月間行事予定 

 

6月 6日（木）県南（人吉・球磨）地区研修会 

6月 11日（火）常務理事会 

6月 13日（木）一般検査研修会 

6月 14日（金）臨床微生物部門 

県南（人吉・球磨）地区研修会 

6月 19日（水）臨床生理部門研修会 

6月 22日（土）生物化学分析部門 

輸血細胞治療部門研修会 

6月 25日（火）臨床血液部門研修会 

6月 27日（木）病理細胞部門研修会 
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