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柴犬
柴犬 ゆう 栃木県出身 5 歳 
お散歩大好きちょっとぽっちゃりの男の子です！おしりをふりふりしながら歩く後ろ姿がたまらなく
可愛くて、その姿を見るために飼い主さんはいつも後ろからお散歩しています。教えていないのに、も
らったおやつは必ずケージの中で食べる律儀な子に育ちました！
                                                                      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川美弥さん　（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。 

● 部門企画 

生理（心エコー検査の標準化・教育） 輸血細胞（輸血における医療連携） 

総合（検査技師の働き方を考える！） 遺伝子・病理（がんゲノム医療） 

微生物（集え！微生物マニア） 一般（一般検査の実力調査！） 

血液（『総論』形態学の未来、  『各論』形態から病態ををよむ） 

生物化学（緊急検査 24 時！） 

また、学会当日お手伝いいただける方を募集しています。熊臨技HPの受付フォーム、６月号掲載申込用

紙FAX、もしくは、メール（kumaringi@tos.bbiq.jp）にてご連絡ください。なお、6月号掲載の募集ペ

ージに交通費支給とあるのは誤りでした。正しくは行動費支給、です。お詫びして訂正いたしま

す。詳細は熊臨技HPよりご確認ください。 
 

 

● 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  

●  

mailto:kumaringi@tos.bbiq.jp）にてご連絡ください。なお、6
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 3 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 6月 11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、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 日臨技総会（6/22）東京、2019年度都道府県災害対策研修会（7/13-14）

申込み受付延長、小川しんじ氏決起大会（6/2）福岡市 熊臨技関係 熊本医学検査学会（5/26）水俣

市、熊本市医専連理事会（6/10）市医師会館 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（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）：精度管理調査是正状況、第 7回熊本県精度保証研修会（8/3） 

 ・学術（今田）：九州支部医学検査学会部門企画の進捗状況。熊本医学検査学会の優秀演題賞および若

手研究奨励賞受賞者をニュース版に掲載。検査技師による肝炎コーディネーターの情報交換会（仮称）

発足予定。ニュース版（６月号）訂正あり。 

   ・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  

・特別事業（西村）：法人報告書（6月末〆切） 

 3、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  準備委員：逢坂・大塚  

内容は昨年同様で検討中。検査技師養成校の紹介を行う（熊大・熊保大のパンフを準備）。 

4、ベッドサイド実践講習会（多職種連携研修会より名称変更）について 

  ８月 24-25日開催で調整中。ホームページ上で参加申込みを予定。 

5、その他  

  第 2回九州支部連絡会議  11月 1日 15時～ 熊本城ホール 

 

＜協議事項＞ 

1. 検査と健康展開催について 

  11月 23、24、30日を候補日として検討する。内容は、肝炎コーディネーターによる啓発、認知症検査

の紹介、乳がん触診コーナー、血管年齢等とし、イオンモール熊本に催事の申込みを行うこととなった。 

2. 玉名ＣＫＤ市民公開講座共催（後援）について 

  中外製薬より、玉名郡市医師会・玉名市共催で 10 月 6 日に開催される市民公開講座の協力依頼があっ

た。大分県臨床検査技師会が市民公開講座の共催をした実績から熊臨技へ打診したようである。協議の

結果、荒尾健康福祉まつりと同じように人件費のみの支出であれば協力可能であるが、まずは県北地区

理事に人的協力が可能か確認することとなった。 

3. 熊本医学検査学会（水俣市）での会場損傷について 

  学会終了後、もやい館よりピアノの移動に伴う会場の損傷が指摘された。会場設営の際に何も指示がな

かったことから実務委員がピアノを移動したところ床板に傷が入り、調律が必要とのことである。協議

の結果、熊臨技より費用を負担することとなった。現在、見積を依頼中である。        以上 



  

会員各位                                                           令和 元年 6月吉日                        
一社）熊本県臨床検査技師会 

学術部長 今田 龍市 
              

令和元年度 優秀演題賞および若手研究奨励賞受賞者 

紹介について 
 

謹啓 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄の事と存じます。去る 5 月 26 日（日）水俣

市総合もやい直しセンターもやい館にて令和元年度熊本県医学検査学会が開催されました。本年は、元

号が変わり最初の記念すべき学会でもあり、若い世代の方々の活発な演題発表が多数あり会場は熱気に

包まれていました。以下の 3名の方が見事に受賞されましたのでご紹介いたします。 

 最後に、学会スタッフおよび学会参加の会員の皆さまお疲れさまでした。 

また、ご協力いただいた業者の皆さま大変お世話になり有難うございました。 

                                             謹白 
【優秀演題賞】・・・・・全ての演題の中で最も優秀な演題に対して 

○質量分析装置 VITEK-MSを用いた Mycoplasma hominis同定法の評価      

熊本大学病院 福嶋 理香  

【若手研究奨励賞】・・・若手（30歳以下）の中で最も優秀な演題に対して 

○AI Breast機能を用いた乳房スクリーニング検査と症例提示    熊本中央病院 田中 瑛美 

○抗Jra保有妊婦の一症例                     熊本赤十字病院 黒川 滝 

 
受賞者の方へ。受賞おめでとうございます。次のステップである論文に是非、挑戦してみてください。

『くまもと医学検査』への投稿をお待ちしております。 
 
尚、『くまもと医学検査』の投稿については下記をご参照ください。 
1.  提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

2. 論文本文および書類の提出期限 

令和 元年 9月 30日（月）必着 

3. 論文の提出方法 

    ＣＤ－Ｒにて送付 

4. 提出先 

 〒862－0975 熊本市中央区大江 3-2-65  くまもと森都総合病院 

 臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp） 

mailto:imada@k-shinto.or.jp


                             令和 元年 6月吉日 

会員各位 
 
                      一社）熊本県臨床検査技師会 
                         学術部長  今田 龍市 
 

『くまもと医学検査』の投稿論文募集について 
 
  謹啓 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。

現在、『くまもと医学検査』の投稿論文を募集しているところですが、依然とし

て投稿論文が少ない状況にあります。 
年度内の発刊を目指しており、特に県学会での優秀演題賞および若手研究奨

励賞を受賞の方は、是非エントリーをお願い致します。その他のまた、学術奨

励賞につきましては、多くの会員が対象となるように、所属施設の推薦があれ

ば他の冊子への投稿論文も選考の対象になります。つきましては、下記の要綱

にて、『くまもと医学検査』への投稿と併せて学術奨励賞候補論文への推薦も宜

しくお願い致します。 
最後に本年は、発刊 10周年という大きな節目を迎えておりますので、会員の

多数の論文投稿を期待しております。 
謹白 

                  記 
1.提出書類 

①投稿表紙（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
②誓約書（熊本県臨床検査技師会会誌「くまもと医学検査」分） 
＊投稿表紙および誓約書は熊本県臨床検査技師会ホームページを参照 

 
2.論文本文および書類の提出期限 

令和 元年 9月 30日（月）厳守 
 
3.論文の提出方法 

 ＣＤ－Ｒにて送付 
4.提出先 

 〒862－0975 熊本市中央区大江 3-2-65  くまもと森都総合病院 
 臨床検査科 今田 龍市（TEL:096-364-6000 imada@k-shinto.or.jp） 

   ＊論文投稿予定の方は早めにご連絡下さいますようお願い致します。 

mailto:imada@k-shinto.or.jp


令和 元年 6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！ 」。①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、②日常遭遇するデータから病態を

考える力を学ぶ、③「がんゲノム医療」についての最新情報を学ぶ、以上についての研修会を

開催します。ぜひたくさんのご参加をお願い致します。 

 

【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 

【プログラム】                       総合司会 陣内病院 井島廣子 

13:30～    受付                               

14:00～14:05  開会の挨拶                       熊臨技会長 田中信次   

14:05～14:40 1.講演                  座長：熊本労災病院 吉田健一 

      「 Web ミーティングを活用した研修会について」演者：済生会熊本病院 春田昭一                        

14:40～16:20  2.臨床検査技師のためのスキルアップセミナー座長：熊本大学病院 笹田景子 

                   ～この検査結果どう考えますか？～ 

14:40～15:25  ①「超音波検査からみた炎症疾患」  臨床生理部門 福田健太（熊本労災病院） 

                        その他 関連部門 

15:25～15:35   休憩 

15:35～16:20 ②「汎血球減少へのアプローチ」   臨床血液部門 松本翔太（熊本総合病院） 

                        その他 関連部門      

16:20～16:55 3. 特別講演            座長：くまもと森都総合病院 今田龍市 

       「がんゲノム医療：多職種連携による遺伝子パネル検査の推進」 

        演者：熊本大学大学院生命科学研究部臨床病態解析学講座教授 松井啓隆先生 

16:55～17:00 閉会の挨拶                    熊臨技副会長 福吉葉子 

 

【問合せ先】 熊臨技事業部  陣内病院  井島廣子 （電話：096-363−0011） 



令和元年 7月吉日 

技師会会員各位 

 

「令和元年度 認知症対応力向上研修会」（熊本県）開催案内 

 

１．開催日時 

令和元年 9月 16日（月・祝日）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．カリキュラム 

  企画担当者：新屋敷 紀美代（熊本第一病院）、西村仁志（熊本大学病院） 

 テーマ 進行 

60分 

神経心理学的検査総論 

～認知症疾患医療センター、物忘れ外来、認知症

スクリーニングで主に活用される検査～ 

ビデオ視聴 

講師：国立長寿医療研究センター       

もの忘れセンター長 櫻井孝 

60分 
ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム  

検査総論 

ビデオ視聴 

講師：鳥取大学医学部教授          

日本認知症予防学会理事長 浦上克哉 

90分 
ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム  

検査の実習 
企画担当者が進行 

60分 ＡＤＡＳ検査総論 

ビデオ視聴 ※実習内容の一部を含む 

講師：鳥取大学医学部附属病院神経内科鳥取県基

幹型認知症疾患医療センター臨床心理士   

浜田実央 

30分 ＡＤＡＳ検査の実習 企画担当者が進行 

60分 
患者対応で困った事例  

みんなで考えよう！ＴＤＡＳ体験！ 
企画担当者が進行・対応 

※適宜休憩を設定します。 

４. 主催：日本臨床衛生検査技師会、熊本県臨床検査技師会 

５. 募集定員 

最大 15 ～ 30名（先着順） 

６．受講料：1,000円 

７．申込み期限 

  令和元年 7月 1日から 8月 31日まで（ただし定員になり次第締め切ります） 

８．修了証：研修会修了者に履修修了証を熊本県臨床検査技師会が発行 

 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 

９．事前参加申込方法 

  熊本県臨床検査技師会ホームページの研修会申し込みより、必要事項「①会員番号 

②氏名③施設名」を入力して申し込む。 

もしくは、以下の問い合わせ先メールへ必要事項を記載し、申し込んで下さい。 

＜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 ） 

以上 

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


                                 令和元年 7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 

「 ベッドサイド実践講習会 」 開 催 案 内 

（旧）多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会 

 

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。 

国民の医療に対するニーズの多様化、複雑化により臨床検査技師の職域も検査室から外来

や病棟へとより患者の身近での検査業務が求められております。日臨技では、各都道府県

技師会から中央講習を受けた企画担当者が中心となり、昨年度から、３年間、各都道府県

単位で多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会より名称を一新し「ベッドサイド

実践講習会」を開催致します。 

熊本県臨床検査技師会では、昨年度に続き今年度も、本講習会を開催し、臨床検査技師に

他職種業務を周知させ、もって臨床検査技師のチーム医療への参画及び質的向上を図りた

く存じます。 

皆様には、ご多忙の折とは存じますが、多数の参加をお願い致します。  

謹白   
記 

 
【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】 ・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、 

・知っておくべきベッドサイド患者移送技術、 

・知っておくべき薬理 

・知っておくべき患者心理と家族とのコミュニケーション 

【申込方法】  熊本県臨床検査技師会ホームページの研修会申し込みより、 

必要事項「①会員番号②氏名③施設名」を入力して申し込む。 

もしくは、以下のメールへ必要事項を記載し、申し込んで下さい。 

       熊本大学病院 中央検査部 西村仁志 

       メールアドレス：h-nishimura@kuh.kumamoto-u.ac.jp 

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

 



【別紙２】

１０：００～１０：１５ １０：１５～１０：４５ １１：４５～１２：４５

（１５分） （３０分） （６０分）

１日目
開講式
挨　拶

＜ビデオ＞
ベッドサイド実

践講習会にかけ
る思い

8月24日
（土）

熊臨技会長
（田中信次）

講師：日臨技
代表理事 会長

宮島喜文

１５：００～１５：１５

（１５分）

１日目

8月24日
（土）

１２：３０～１３：３０

（６０分）

２日目

8月25日
（日）

１５：３０～１５：４５

（１５分）

２日目
閉講式
挨　拶

8月25日
（日）

熊臨技副会長
（福吉 葉子）

令和１年度 日臨技、熊本県臨床検査技師会主催

　　「ベッドサイド実践講習会」カリキュラム(実施案）

【座学】
患者心理と家族との
コミュニケーション

【実技】
患者心理と家族との
コミュニケーション

講師：猪俣啓子
（やました甲状腺病院　検査科長）

講師：城野博史
（熊本大学病院　薬剤部　准教授）

研修日程
１３：３０～１５：３０

（１２０分）

１２：４５～１３：４５ １５：１５～１６：４５

（６０分） （９０分）

【座学】
知っておくべきベッドサイド

機器管理

【座学】
知っておくべき薬理

【実技】
知っておくべきベッドサイド

機器管理

休憩

講師：山下大輔
（熊本大学病院　ME機器センター）

研修日程
１３：４５～１５：００

（７５分）

【座学】
知っておくべき患者移送技術

【実技】
知っておくべき患者移送技術

昼食

講師：久保高明
（熊本保健科学大学　リハビリテーション学科　准教授）

研修日程
１０：００～１２：３０

（６０分） （９０分）

臨床検査技師が
他職種業務を知る意義

昼食

講師：西村仁志
（熊本大学病院）

研修日程
１０：４５～１１：４５

（６０分）



                                 令和元年 7月吉日 

会員各位 

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

同上 副会長 福吉葉子 

 

第 54回日臨技九州支部 医学検査学会 

熊臨技企画① 

 

Let’s think!  〜さあ、みんなで考えよう〜 
これからの時代に必要なノンテクニカルスキルを体感する 

 

体験型セミナー参加者募集 
 

【日  時】  令和元年 11月 2日（土）13:00～15:30  第 1会場 

 

【募集人数】  120名（熊本県：50名 先着順） 

 

【対  象】 20～40代 役職等は問いません。若手技師の方も大歓迎です。 

       ※学生も参加予定です 

 

【内  容】  専門分野も年齢も超え、ノンテクニカルスキルを体感する学会初「参加型

体験セミナー」を企画しました。 

6人１グループになり、 チーム医療に必要な「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 

              グループワークを通して学びます。 

 

【申込方法】   

1）Web申し込み：九州支部医学検査学会ホームページ（jamt54kyushu.umin.jp/）内の 

熊臨技企画①参加者募集案内より、参加申し込みを行って下さい。 

2）メール申し込み：問合せ先アドレスへ件名に「熊臨技企画」とご記入の上、以下の 

情報をご記載下さい。 

               ①施設名 ②氏名 ③会員番号 ④年代（20代、30代、40代） 

   

【締め切り】 2019年 8月末 

定員になり次第、締め切らせていただきます。 

 

【問合せ先】  熊本大学病院 中央検査部 福吉葉子  

TEL ：096-373-5817 

Mail：youko-fukuyoshi@kuh.kumamoto-u.ac.jp 

mailto:youko-fukuyoshi@kuh.kumamoto-u.ac.jp


会員各位                            平成 30年 6月吉日 

 

臨床血液部門 

部門長 津田 勉 

 

臨床血液部門研修会（月例会）のお知らせ 

 

謹啓 

会員の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

7月の月例会は、大分大学医学部附属病院臨床検査副技師長の水永正一氏に特別講演として

“凝固・線溶検査の意義～今、現場は何をすべきか～”と題し、私たち凝固・線溶検査担

当の技師が直面している様々な問題に対してどう対処していくべきか、又、臨床へのアプ

ローチのポイントを中心にご講演いただきます。 

講演後は水永正一氏を囲んでの懇親会を企画しておりますので、気軽にご参加ください。 

会員皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 

日時：平成 31年 7月 19日（金）18：30～20：00 

※7月の月例会は定例の第 4火曜日ではありませんので 

ご注意ください！ 

 

場所：熊本医療センター 研修ホール 

 

演題：『凝固・線溶検査の意義～今、現場は何をすべきか～』 

 

講師：大分大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門 

臨床検査副技師長 水永正一 技師 

 

※講演終了後、水永正一氏を囲んでの懇親会（21：00～場所未定）を予定しております。

参加ご希望の方は下記にご連絡ください。 

 

（問い合わせ・連絡先）熊本赤十字病院 エスアールエル検査室 津田勉 

Tel 096-384-2111 

  



令和元年 7 月吉日 
熊本県臨床検査技師会 

会長 田中 信次 
臨床生理部門 

部門長 吉田 健一 
臨床生理部門勉強会のご案内 

 
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、例年、災害時における DVT エコー検査として開催してきた勉強会を、今年度は趣向を変

え、『令和元年度 頚部血管エコー + 下肢静脈エコー勉強会』として下記の要領で開催致します。また、熊本大学病

院 災害医療教育センター長であられる笠岡俊志教授をお招きし、特別講演も開催致します。業務多忙の折、誠に恐

縮とは存じますが、万障繰り合わせのうえ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 
敬具 

 
記 

 
日 時：2019 年 8 月 24 日(土) 13：00 受付開始   17：30 終了 
会 場：Ⅰ部（講演会場）熊本大学臨床医学教育研究センター１階奥窪記念ホール（下記地図④です） 

Ⅱ部（ハンズオン会場）熊本大学病院中央検査部生理機能検査室 中央診療棟 3 階 
参加費：講演のみの方（無料）、ハンズオン受講の方：事前登録制（技師会員 1000円、非会員 4000円） 

 
 
Ⅰ. 講演会 

13：30 『頚部血管エコー検査の基礎』 
済生会熊本病院 泉田 恵美 技師 

 
14：00 『災害時における下肢静脈エコー検査』 

熊本大学病院 災害医療教育研究センター 原口 翔平 技師 
 

【特別講演】 
14：30 『熊本地震における熊本県災害医療コーディネーターの活動』 

熊本大学病院 災害医療教育センター長 
熊本大学病院 救急・総合診療部 教授 笠岡 俊志 先生 

 
Ⅱ. ハンズオン講習 

15：20～17：30   
【頚部血管エコー3 班】 

講師：済生会熊本病院 中央検査部 
志水 秋一 技師 
久木野 拓己 技師 
江﨑 優貴 技師 
 

【下肢静脈エコー3 班】 
講師：熊本大学病院 中央検査部 

芳之内 達也 技師 
野口 桃子 技師 

熊本大学病院 災害医療教育研究センター 
原口 翔平 技師 

  
※ハンズオン講習を受講希望の方は、『氏名』『所属施設名』『技師会会員番号』を明記の上、下記宛先へ8 月 2（金） 

までに事前登録をお願い致します。多数の参加希望があった場合は先着順となりますのでご了承ください。 
事前登録先：熊本大学病院中央検査部 今村華奈子 kanakoimamura@kuh.kumamoto-u.ac.jp 

mailto:kanakoimamura@kuh.kumamoto-u.ac.jp


2019 年 7 月吉日 
会員各位 

染色体・遺伝子部門 
部門長 笹田 景子 

遺伝子部門 実技講習会のご案内 

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。 
 遺伝子部門は、2018 年より遺伝子検査に関わる各臨床検査分野にまたがって発足した新

しい部門です。今回はじめて実技講習会を下記の日程で開催いたします。 
これから遺伝子検査を実施予定の方、また日常業務で遺伝子検査を実施する機会がない方

も一緒に学んでみませんか。皆様方の参加を心からお持ち申し上げます。 
謹白 

 
【日 時】 2019 年 9 月 7 日（土）10：00～16：00 
【場 所】 熊本保健科学大学        
【参加費】 会員 2,000 円 （非会員 5,000 円） 
【内 容】 PCR の原理を学んで遺伝子変異を見つけ出す 
      （レクチャー・実技） 
【募集人員】10 名（定員になり次第締め切ります） 
【申込方法】熊本大学病院 中央検査部 笹田 景子 

E-mail:ksasada@kuh.kumamoto-u.ac.jp 
お申し込みの際は、「氏名」「施設名」「技師会会員番号」「連絡先（電話番号）」

を記載して下さい。 
 
申込後、3 日経っても返信が来ない場合はお手数ですが、下記の連絡先まで 

ご連絡下さい。 
 

【問合せ先】熊本大学病院 中央検査部 笹田 景子  096-373-5703 

mailto:ksasada@kuh.kumamoto-u.ac.jp


令和元年 7 月吉日 
熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクト  会長 松井 啓隆 

代表幹事 宇宿 弘輝 
熊本県臨床検査技師会   会長 田中 信次 

臨床生理部門 部門長 吉田 健一 
 

第３回 K-CHAP 心エコー、腹部エコーハンズオン in 天草 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、熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクト（K-CHAP；ケチャップ）では、昨年阿蘇地域にて心エコー、

腹部エコーのハンズオン講習会を開催いたしました。今年度はさらに内容を充実させ、天草地域にてハンズオン講

習会を開催いたします。 
業務多忙の折、誠に恐縮とは存じますが、是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

敬具 
記 

日 時：2019 年 9 月１日(日) 10：30 受付開始   16：00 終了 
会 場：天草地域医療センター健診センター 

対 象：超音波検査に携わる医師または技師（勤務先、経験年数は問いません） 
参加費：事前登録制（医師：5000円、技師・その他：3000円） 

主 催：熊本県心血管エコー検査標準化プロジェクト、熊本県臨床検査技師会 
共 催：株式会社アステム 

  
≪タイムスケジュール≫ 

10：30 受付開始 
10：50 開始の挨拶 
11：00 【講義・実技（午前の部）】 
12：00 昼休憩（昼食タイム） 
12：30 【講義・実技（午後の部）】 
15：30 質問、総復習 
16：00 アンケート記載、終了 
 
 

≪心エコー講師≫ 
熊本大学病院 中央検査部 助教 宇宿弘輝 医師 
桜十字病院 臨床検査室 岩山義雄 技師 
熊本赤十字病院 検査部 兼崎太輔 技師 
熊本中央病院 検査科 沖田亜梨沙 技師 

   ≪腹部エコー講師≫ 
熊本労災病院 中央検査部 吉田健一 技師 

     済生会熊本病院 予防医療センター 當麻康弘 技師 
     水俣市立総合医療センター 臨床検査科 竹口祥人 技師 

熊本市民病院 検査技術室 緒方佑仁 技師

●講習内容の概要 
心エコーハンズオン講習 
・傍胸骨アプローチ、心尖部アプローチ、心窩部アプローチ、大動脈弓部の描出（初級・中級） 
・最新ガイドラインに沿った各種計測の注意点（初級・中級） 
・循環器科先進医療 (Mitra Clip を用いた経皮的僧帽弁接合不全修復術) の展示&説明 
・カテーテル検査と心エコーの関係等（中級講義） 
 
腹部エコーハンズオン講習 
・肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓など腹部臓器（希望の方は消化管も対応）の描出・評価方法 
・効率の良い検査手技、体位変換や音響窓など死角を減ずる方法 
・腫大、萎縮、拡張などの評価方法 
 
●注意事項 
・初級、中級コースでは講義、実技の内容に若干の違いがあります。 
・昼食はあらかじめ各自ご持参ください（休憩時間は 30 分のため、買いに行ったり外食する余裕はありません。） 
・服装は私服（自由）で構いません。 
・最後にハンズオンに関する感想をアンケートにご記載いただきますので筆記具をお持ちください。 
 
 

※ハンズオン講習を受講希望の方は、『氏名』『所属施設名』『職種』『心エコーor 腹部エコー』『初級or 中級 or どちら

でもよい』を明記の上、下記宛先へ７月 31（水）（一次締切）までに事前登録をお願い致します。 
定員制の為、多数の参加希望があった場合は先着順となりますのでご了承ください。 
事前登録先：熊本大学病院 中央検査部 芳之内達也 yoshiazy@kuh.kumamoto-u.ac.jp 



第 16回荒尾市健康福祉まつり  出動者及び活動報告 
 
○日時：令和元年 6月 1日（土）・2日（日） 
○会場：荒尾市総合文化センター 
○主催：荒尾市地域保健医療福祉推進協議会 
    荒尾市健康福祉まつり実行委員会 
 
「第 16 回荒尾市健康福祉まつり」が荒尾総合文化センターにて今年も開催されました。 
前日 1日（土）は午後より会場設営及び血糖検査と心電図検査の準備を行いました。 
当日 2日（日）は曇り空のなか血糖検査 272 名、心電図検査 85名と多数の方が検査技師会
のコーナーに足を運んで下さいました。また、専門医の医学相談コーナーもあり、皆さん
ご自身の健康状態を再確認されました。 
 
【6 月 1 日（土） 12：30～16：30 荒尾総合文化センター】    6 名 
前日準備：会場設営、血糖検査・心電図検査準備 
 
石橋浩三 永瀬博 山崎芳満 東絵里奈  
麻生恵里茄 池内尚貴        （荒尾市民病院） 
 
【6 月 2 日（日） 9：00～17：00 荒尾総合文化センター】    13名 
健康福祉祭り：血糖検査・心電図検査、後片付け 
 
受付・案内） 石橋浩三（荒尾市民病院） 
血糖検査 ） 永瀬博 池内尚貴 西田吉一（荒尾市民病院） 
       霍田進 岩本まり（有働病院） 那須友雄（荒尾中央病院） 
心電図検査） 安田由記 高野愛 福山静華 東絵里奈 緒方遥 竹田仁美（荒尾市民病
院） 
 



   



7 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 

7 月研修会予定 開催日時･会場      内   容 

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 7月 5日（金） 

   19：00～20：00 

 

熊本大学病院山崎記念館 

生理検査における精度管理 

～医療法改正に備えて～ 

 

講師：後藤 友紀技師 

   熊本大学病院 

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 7月 6日（土） 

14：00～16:00 

 

熊本赤十字病院 

 研修・研究センター 

演題 1：不規則抗体検査について 

山田 聡美技師 

熊本機能病院 

 

演題 2：演習問題と解説 

吉田 雅弥技師 

熊本赤十字病院 

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 7月 6日（土） 

   14：00～17：00 

 

熊本大学病院 

医学教育図書棟 4階 

第 4講義室 

一般演題 2～3題 

 

特別講演 

「感染症診断 10本勝負！」 

鈴木 大介先生 

藤田医科大学 感染症科 

臨床一般部門研修会 

専門-20 

 

連絡先：096-370-3111 

熊本中央病院 

中山 陽平 

令和元年 7月 11日（木） 

   18：30～20：00 

 

 

熊本医療センター2階ホール 

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） 

 

講師：近藤 妙子技師 

済生会熊本病院 

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 7月 19日（金） 

   18：30～20：00 

 

 

熊本医療センター2階ホール 

凝固・線溶検査の意義 

～今、現場は何をすべきか～ 

 

講師：水永 正一技師 

大分大学医学部附属病院医療技術部 

臨床検査部門 

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 7月 21日（日） 

9：00～15：30 

 

熊本大学病院 山崎記念館 

心エコー・腹部エコーハンズオン研修会 

（初心者対象） 

 

担当：臨床生理部門 部門員 

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 7月 24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 

新人（若手）臨床検査技師のために 

データ・反応タイムコースの見方 

 

講師：鈴木先生 

（株）シノテスト 

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 7月 28日（日） 

   9：30～16：30 

 

 

熊本保健科学大学 

1305実習室、1301講義室 

2019年度輸血実技講習会 

 

講義：紫垣 まどか 

実技： 

実技解説：紫垣 まどか 



月　日 場　所 主　題 内　容 カリキュラム名称 区分 点数

2019/8/24～25 熊本市 総合部門研修会
ベッドサイド実践講習会
（旧）多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会

基礎 基礎 30

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 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16日 熊本市 熊臨技特別事業講習会 令和元年度認知症対応力向上研修会 基礎 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

9月29日 熊本市 熊本市民健康フェスティバル 組織 組織 20

10月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 超音波検査士認定試験対策勉強会 生体検査 専門 20

10月10日 熊本市 臨床一般部門研修会 認定一般検査技師試験対策 検体検査 専門 20

10月22日 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査（基礎編） 検体検査 専門 20

10月24日 熊本市 病理細胞部門研修会 第３回症例検討会 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。

令和元年8月～10月 熊臨技生涯教育委員会

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム



7月の月間行事予定 

7月 5日（金）臨床生理部門研修会 

7月 6日（土）輸血細胞治療部門研修会 

       臨床微生物部門研修会 

7月 9日（火）常務理事会 

7月 11日（木）臨床一般部門研修会 

7月 19日（金）臨床血液部門研修会 

7月 21日（日）臨床生理部門研修会 

7月 24日（水）県央地区研修会 

7月 27日（土）日臨技九州支部一般部門研修会 

7月 28日（日）輸血細胞治療部門研修会 
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