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琉金
我が家で生まれた金魚（琉金）明け三歳です。冬場は水温が低く水底でじっとしていますが。温かくなる
と、餌をもらおうとして水面で口をパクパクさせます。金魚も飼ってみると、なかなか可愛いですよ。

                                                                                 済生会熊本病院 中央検査部 田中智

熊本県臨床検査技師会会費納入のお知らせ

熊本県医学検査学会のお知らせ

 県南地区 認知症講演会のご案内

医療・保健・福祉関連学会のお知らせ

第３回熊本県糖尿病療養指導研修会のお知らせ

２月の研修会

熊臨技「生涯教育講座研修課程」プログラム

表紙（琉金）

事務局からのお知らせ 　　　　　　　　 

第９回常務理事会議事録

第10回常務理事会議事録

熊本県臨床検査精度管理調査報告会のお知らせ

学術部講演会のお知らせ 6
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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。 

 
 

 

 

 

  第 52 回熊本県医学検査学会 スタッフ募集！ ピンクカフェ開催決定！ 

 

県学会の準備も進んでいます。 

 

当日お手伝いいただくスタッフさんを募集しています。 

受付や会場での照明係などをお願いする予定です。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、今回ピンクカフェでは、働く女性にとって一番身近な癌である乳癌についての情報をお届けします。

学会に来られた際は是非お立ち寄りください。 

 

皆様引き続きご協力を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: 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 9 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 12月 21日（土）16：00 ～17:00 

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、野中、逢坂、井島、田上、西村 

欠席者： 松本、福吉、富田、今田、大塚 

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係：日臨技賀詞交歓会（1/24霞山会館）九州検査試薬卸連合会賀詞

交換会（1/16福岡市）熊臨技関係：学術部門長との意見交換会（2/8 10：00～県医師会館）、熊本県医療

保健福祉連携学会（3/7県医師会館） 

 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 ﾆｭｰｽ版（縮小版）見本および見積 

  ・組織（副会長）： 

  ・渉法（逢坂）：令和 2年度賛助会員および広告の募集（1月～） 

  ・事業（井島）：精度管理調査報告会（2/8）ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認 

 ・学術（今田）： 

  ・生涯教育（大塚）： 

  ・経理（田上）：令和 2年度予算案 九州学会決算報告 

・特別事業（西村）：特記事項なし 

 3、検査と健康展 11月 30日 10：00～16：00 イオンモール熊本 来場者 約 600名（延べ） 

4、県知事表彰推薦候補者および永年職務精励者表彰者について 理事会（メール審議）の結果、県知事表

彰候補者として松本技師（熊本保健科学大学）が決定した。また、永年職務精励者表彰は 1964 年生ま

れで日臨技会員として 20年以上の会員（19名）が決定した。 

5、その他  

＜協議事項＞ 

1. 臨床検査講習会開催について 

今年度の臨床検査講習会を学術部と事業部合同で 3月 8日に開催する予定で計画していたが、予定して

いる内容や前日開催の医保福連携学会によって、参加者が少ないのではないかとの意見が挙がった。さら

に医師会との共催事業であることから多職種の参加者を募る必要があり、テーマの設定が難しく、苦慮し

ている。年度末開催で時間も限られていることから、出来れば今年度の開催を断念し、次年度以降の開催

を検討してはいかがかとの意見があり、まずは部門長や医師会の考えを聞き、検討することとなった。 

 

2. 日臨技特別賞および地域貢献賞について 

表記について、特別賞に増永純夫氏、地域貢献賞に上原正信氏を推薦することとなった。速やかに日臨

技へ提出する書類の作成に入る。 

 

 3. ニュース版の改定 

   広報部より経費削減のため、冊子で 1部ずつ配布しているニュース版をプリント（1枚）にし各施設あ

たり 2～3枚にしてはどうかと提案があり、その見本が提示された。現在は内容によって印刷費が 4～6

万/月であるが、改定すると 3万/月となる。部門長との意見交換会（2/8）で検討することとなった。 

 

      以上 



令和元年度 第 10 回 熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録 

日 時： 令和 2年 1月 15日（水）19：00 ～21:00 

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、富田、今田、大塚、野中、逢坂、西村 

欠席者： 田上、井島  

＜報告事項＞ 

 1、会長報告；日臨技・九州支部関係：日臨技賀詞交歓会（1/24霞山会館）九州検査試薬卸連合会賀詞交換

会（1/16福岡市）熊臨技関係：学術部門長との意見交換会（2/8 10：00～県医師会館）、熊本県医療保健福祉

連携学会（3/7県医師会館） 

 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）：令和 2年度賛助会員および広告募集準備状況 

  ・事業（井島）：精度管理調査報告会（2/8） 

 ・学術（今田）：「くまもと医学検査」進捗状況、全国学会（仙台市）座長推薦、学術講演会（2/15）ほか 

  ・生涯教育（大塚）：特記事項なし 

  ・経理（田上）：通常経理業務  

・特別事業（西村）：特記事項なし 

 3、九州医学検査学会収支報告  日臨技へ提出する最終報告書を作成中。 

4、医保福連携学会参加について 役員および参加者の申込開始。ニュース版にて会員へ案内する。 

5、その他  

＜協議事項＞ 

1. 九州学会優秀演題賞について 

11 月 2-3 日に行われた九州医学検査学会の優秀演題賞について協議した。対象演題の座長によって採

点された結果と常務理事による投票により、上位 2題を優秀演題賞として九臨技へ推薦することとなった。

表彰式は、次年度に開催される同学会（宮崎市）で行われる予定。 

2. 部門長との話し合い（2/8開催）について 

ニュース版の改定やホームページの活用について、説明および話し合いを 2月 8日に熊本県医師会館で

行う。現在、研修会や勉強会の企画に対して部門長の負担が大きいと指摘があり、今後の部門のあり方に

ついて意見交換を行った。複数の部門が合同で研修会を企画して、回数を減らしてはどうか。また、勉強

会の内容を部門長に丸投げするのではなく、執行部による提案、参加者数や会員の要望等のデータ提供、

Web会議や勉強会の実施等、これらについて各部門の意見を伺ってみることとなった。 

 3. 熊臨技常務理事組織の役割見直しについて 

   常務理事や地区理事の業務マニュアルを作成し効率化を目指すこととなった。今後は、常務理事会と切

り離して検討していく。 

 4. 第 52回くまもと医学検査学会について 

   令和 2年 5月 24日（日）熊本大学病院 学会長 横山俊朗技師 

  一般演題と指定演題（チーム医療など）の 20題を予定。ランチョンは 2社決定（1社は返事待ち） 

特別講演、女性部会によるグッズ販売などを計画中。 

 

      以上 



2019 年度熊本県臨床検査精度管理調査報告会 

〜 プログラム 〜 

日時：2020 年２月 8 日（土）13:00～17:10 

会場：熊本県医師会館 ２階ホール 

 

12:00-13:00   受付 

総合司会 井島廣子（熊臨技 事業部長） 

13:00-13:05  ◆開会挨拶                熊本県医師会 会長 福田 稠 先生 

 

13:05-13:10  ◆精度管理委員長挨拶             

                 臨床検査精度管理調査委員長（熊本大学教授）  松井 啓隆 先生 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

13:10-13:40  ◆熊本県・熊本市衛生検査所立入検査報告 

                                     池田 勝義 先生（精度管理専門委員） 

                           正木 孝幸 先生（精度管理専門委員） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

13:40-16:45  ◆2019 年度精度管理調査報告                 

13:40-13:50  (1) 概要について                西村 仁志（熊本大学病院） 

13:50-14:00  (2) 臨床微生物部門解析報告 

         微生物検査フォトサーベイ            磯崎 将博（天草地域医療センター） 

14:00-14:25  (3) 輸血細胞治療部門解析報告 

          輸血検査・フォトサーベイ          吉田 雅弥（熊本赤十字病院） 

14:25-14:50  (4) 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    津田  勉 （熊本赤十字病院 SRL） 

 

14:50-15:00   －－－－－－－－－－－－－   休憩    －－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

15:00-15:10  (5) 病理細胞部門解析報告                          

   病理細胞フォトサーベイ           遠山 亮佐（くまもと森都総合病院） 

15:10-15:30  (6) 臨床生理部門解析報告 

心電図・肺機能・筋電図・ABI         

各超音波画像サーベイ               吉田 健一（熊本労災病院） 

15:30-15:55  (7) 臨床一般部門解析報告                         

尿検査・フォトサーベイ       中山 陽平（熊本中央病院）               

15:55-16:25  (8) 生物化学分析部門解析報告 

         生化学検査・免疫血清検査      山内 露子（熊本大学病院）                 

                  

16:25-16:35－－－－－－－－－－－－－   休憩    －－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

16:35-17:05                  座長 西村 仁志（熊本大学病院） 
◆情報提供「ALP、LDHの IFCC 移行に関する情報」 

講師 山内 露子（熊本大学病院） 

 

17:05-17:10  ◆閉会挨拶                     熊本県臨床検査技師会 会長 田中 信次 
------------------------------------------------------------------------------------------ 



令和 2年 1月吉日 

会員各位 

                              熊本県臨床検査技師会 

                               学術部長 今田 龍市 

                 令和元年度 学術講演会のご案内 
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。 

 この度、肝炎ウィルス陽性者拾い上げシステムに着目し、熊本大学病院肝疾患センター

の野村先生に『熊本県における肝疾患センターの取り組み』について情報提供をして頂き

ます。講演後に皆さんとの情報交換の場を設けておりますので、各先生方にご意見を頂き、

総合的に実践できる内容にしたいと考えております。 

 ご多忙の折とは存じますが、会員および他職種の参加をお願いいたします。     謹白                       

                       記 
【日時・場所】 令和 2年 2月 15日（土） 15時～17時 30分 

熊本大学病院 山崎記念館 1階研修ホール 

【テーマ】   肝炎ウィルス陽性患者拾い上げの取り組み 

        ～受検・受診・受療勧奨へ繋ぐために～ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

14:30～    受付 

                                           総合司会 井島 廣子   

15:00～15:10   開会挨拶           熊本県技師会 会長      田中 信次                                                 

座長  吉田 健一（熊本労災病院） 

   今田 龍市（くまもと森都総合病院） 

 

15:10～15:30 『 熊本県における肝疾患センターの取り組みについて 』 

熊本大学病院 肝疾患センター  野村 真希 先生 

＜当院および技師会の取り組みについて＞ 

15:30～15:40 今田 龍市 （くまもと森都総合病院） 

＜肝炎ウィルス検査に関する情報提供について＞ 

15:40～15:50 小郷 美紀生（済生会みすみ病院） 

＜各施設による肝疾患コーディネータの取り組みについて＞ 

15:50～16:10 房木 明里 （上天草総合病院） 

16:10～16:30 氏原 亜紀 （済生会熊本病院） 

16:30～17:20 情報交換会（質疑応答） 

17:20～17:30  閉会挨拶            熊本県技師会 副会長      松本 珠美 

-------------------------------------------------------------------------------- 

                  

【連絡先】医療法人創起会 くまもと森都総合病院 臨床検査科 今田 龍市 (TEL 096-364-6000)  

山崎記念館 



 
 

「テーマ」肝炎ウィルス陽性患者拾い上げの取り組み 

     ～受検・受診・受療勧奨へ繋ぐために～ 

     

情報交換会で聞きたい質問（その他肝炎に関すること）や知りたい内容を下記へ 

記載ください。 

  記載した用紙は、 

 FAX（096-363-6621）にて送付ください。 

 

 問合せ（096-364-6000） くまもと森都総合病院 今田龍市 

 

＜質問事項＞                  施設名：                

 



【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：令和 2 年 2 月 27 日（水曜日） 

 

１．口座振替ができる方 

 

 平成 31 年度（令和元年度）年会費を口座振替で納入された方 

 平成 31 年度（令和元年度）新入会、再入会の手続きを令和 2 年 1 月 10 日までに完了された方 

 令和 2 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．令和２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 

令和元年度（平成 31 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。 

 

 

 

 



退会手続きについて  以下、日臨技ホームページより抜粋 

 
退会を希望される方は、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。熊臨技会の退会については、下記をご確認

下さい 
 
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 29 日（振り替えられない場合は 3 月 28 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。 
 
 
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 



•あじさいセミナー           
新入職者研修 5/23

（土） 

•熊本県医学検査学会 
メインテーマ      
「価値ある検査目指して」 

 

5/24
（日） 

 

学会当日、実務員としてお手伝いいただけるスタッフを募集しています！ 

募集人数 ： 20 名    

申込先 ： 熊本大学病院 福吉葉子（下記アドレスに申し込み下さい） 

 youko-fukuyoshi@kuh.kumamoto-u.ac.jp  件名に県学会スタッフ申込みとお書き下さい 

申込締切  令和 2 年 3 月 20 日 

 

第 52回熊本県医学検査学会 進捗状況 
第 52 回熊本県医学検査学会 学会長 横山俊朗 

  

令和 2 年 5 月 24 日（日）に熊本大学医学教育図書棟で第 52 回熊本県医学検査学会が

開催されます。今回は新人セミナーである「あじさいセミナー」とタイアップしします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別講演 ： RKK 熊本放送 木村和也 アナウンサー 

文化講演 ： 山口大学医学部医学科教育研究講座 浅井 義之 教授 

         「医学・医療分野における AI とシステムバイオロジー」 

ランチョンセミナー ： 3 演題  演題 ： 20 演題 

  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579605346/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzAxL2Jsb2ctcG9zdF84NTEzLmh0bWw-/RS=^ADBiyzRGHRJ9o0uPQkWzh6Qbi_KOnw-;_ylt=A2RimV7iiyVeam4A1xWU3uV7
mailto:youko-fukuyoshi@kuh.kumamoto-u.ac.jp


令和 2年 1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 

理事 麻生 靖子 

理事代理 井上 博幸 

  

県南地区 認知症講演会のご案内 
 

拝啓 会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

熊臨技県南地区の研修会として、下記の要綱にて講演会を開催いたします。  

内容としましては、今後増加傾向にあり医療の現場としても対応が必要とされる認知症に関す

る講演です。認知症についてご専門の立場から医学的解説ならびに実際の看護ケアに関するお

話しと認知症検査や認定認知症検査技師についてお話いただけることとなっております。 

皆さん御誘いあわせのうえ、ふるってご参加頂きますようお願い申し上げます。  

敬具 

記 

 

日 時： 令和 2年 2 月 29日(土) 14：15～17：00（14：00 開場） 

会 場： 熊本労災病院 5階会議室 
   

●『認知症の病態について』                (14:15-15:00) 

熊本労災病院 脳神経内科部長 原 靖幸 先生 

 

●『認知症ケアについて』                  (15:05-15:35) 

熊本労災病院 看護師長補佐 認定認知症看護師 柿本 里美 先生 

 

●『認定認知症看護師の活動』                   (15:35-16:05) 

 熊本労災病院 認定認知症看護師 上淵 恵子 先生 

   

●『認知症検査と認定認知症検査技師について』     (16:10-16:55) 

熊本第一病院 検査科 認定認知症検査技師 新屋敷 紀美代 先生 

  

 

＊講演会終了後、18時 30分より懇親会（会費 4500円）を予定しております。 

お申し込みは 2/24（月）までに下記メールアドレスへ参加者氏名を明記しお申込みくださ

い。なお、講演会のみの参加の方は登録不要です。 

懇親会申し込み先（熊本労災病院 森谷智輝） byori@kumamotoh.johas.go.jp  

 

問い合わせ：熊本労災病院 中央検査部 井上博幸 ℡0965‐33‐4151 

mailto:byori@kumamotoh.johas.go.jp


住みなれた地域で、
高齢期を自分らしく生きて最終段階を迎えるために

～共に、どう寄り添っていくか～

住みなれた地域で、
高齢期を自分らしく生きて最終段階を迎えるために

～共に、どう寄り添っていくか～

住みなれた地域で、
高齢期を自分らしく生きて最終段階を迎えるために

～共に、どう寄り添っていくか～

※会員は熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体会員。
　非会員は構成団体会員以外の方です。
※一般は医療・保健・福祉専門職以外の方です。
※当日受付にて、おつりのないようご協力ください。

会　員 2,000円
非会員 4,000円
学生・一般 1,000円
◎市民公開講座はどなたでも無料で参加できます。

会員は各所属団体事務局へお申し込みください。
非会員は「第13回 熊本県医療・保健・福祉連携学会事務局 担当：柴田」

（熊本県医師会内）まで。
TEL096－354－3838　FAX096－355－6507
締切り：令和２年２月28日（金）まで

◎当日、会場の駐車場はご利用できませんので、ご来場の際は公
　共交通機関をご利用ください。

医療・保健・福祉連携学会医療・保健・福祉連携学会医療・保健・福祉連携学会
くまもとの医療・保健・福祉のネットワークくまもとの医療・保健・福祉のネットワークくまもとの医療・保健・福祉のネットワーク

参 加 費

申し込み・お問い合わせ

注 意 事 項

プ　ロ　グ　ラ　ム

熊本県医師会・熊本県歯科医師会・熊本県薬剤師会・熊本県看護協会・熊本県老人保健施設協会・熊本県老人福祉施設協議会・熊本県助産師会・
熊本県栄養士会・熊本県放射線技師会・熊本県臨床検査技師会・熊本県歯科衛生士会・熊本県理学療法士協会・熊本県作業療法士会・
熊本県医療ソーシャルワーカー協会・熊本県歯科技工士会・熊本県臨床工学技士会・熊本県言語聴覚士会・熊本県介護福祉士会・熊本県社会福祉士会・
熊本県介護支援専門員協会・熊本県精神保健福祉士協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （順不同）

熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体

毎日新聞熊本支局、読売新聞西部本社、西日本新聞社、NHK熊本放送局、熊本放送、テレビ熊本、熊本朝日放送、熊本県民テレビ、エフエム熊本、FM791
主　催 熊本県医療・保健・福祉団体協議会 共　催 熊本地域リハビリテーション支援協議会 後　援 熊本県、熊本市、熊本日日新聞社、朝日新聞社、

熊本県
第13回

開催日 令和２年３月７日（土）13：00～17：35令和２年３月７日（土）13：00～17：35令和２年３月７日（土）13：00～17：35

会　場 熊本県医師会館 TEL096-354-3838 熊本市中央区花畑町1番13号熊本県医師会館 TEL096-354-3838 熊本市中央区花畑町1番13号熊本県医師会館 TEL096-354-3838 熊本市中央区花畑町1番13号

大会長 福田　稠（熊本県医療・保健・福祉団体協議会会長/熊本県医師会会長）福田　稠（熊本県医療・保健・福祉団体協議会会長/熊本県医師会会長）福田　稠（熊本県医療・保健・福祉団体協議会会長/熊本県医師会会長）

〈交通アクセス〉
●熊本市電
　熊本城・市役所前 下車
　（徒歩２分）
●バ　　ス
　市役所前 下車（徒歩２分）

◎受　　　付  12：00～
◎開　会　式  13：00～13：15
◎基 調 講 演  13：15～14：15

◎市 民 公 開  16：35～17：35
　講　　　座

◎シンポジウム  15：40～16：25
　　　　　　  合同分科会テーマ①～③に関するシンポジウム

◎合同分科会  14：25～15：35

「人生の最終段階をよく生きるための
アドバンス・ケア・プランニング（人生会議）：概念と実践」

「人生100年時代は他人事…？
  ～これからの生き方、挑せんの意欲～」

熊本大学大学院生命科学研究部生命倫理学分野
教授　門岡　康弘 先生

社会福祉法人慈愛園　理事長　潮谷　義子 氏

休 憩　14：15～14：25

休 憩　15：35～15：40

休 憩　16：25～16：35

◎閉　会　式  17：35～

テーマ① 「高齢者が地域で自分らしく
生きていくための健康づくり、疾病予防」

テーマ② 「地域で、在宅で受けられる医療や介護」
テーマ③ 「施設、在宅での看取り

　～医療者・介護者の寄り添い～」

無料
市民公開講座のみは

ホテル日航熊本

下
通
り

→
至
県
庁・熊
本
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港
方
面
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バスターミナル
桜町
バスターミナル

城彩苑城彩苑

市民会館市民会館



参加申込み

合  同  分  科  会合  同  分  科  会

一般財団法人　熊本県ろう者福祉協会[協　　力]

[協賛団体]

（順不同）

第13回熊本県医療・保健・福祉連携学会は、以下の団体の協賛、協力をいただいております第13回熊本県医療・保健・福祉連携学会は、以下の団体の協賛、協力をいただいております

熊本県医療・保健・福祉連携学会学術単位

熊本大学、熊本県立大学、熊本学園大学、九州ルーテル学院大学、熊本保健科学大学、九州看護福祉大学、崇城大学、中九州短期大学、有明高等学校、
玉名女子高等学校、熊本総合医療リハビリテーション学院、九州中央リハビリテーション学院、メディカル・カレッジ青照館、
熊本駅前看護リハビリテーション学院、熊本ＹＭＣＡ学院、熊本市医師会看護専門学校、熊本看護専門学校、NHO熊本医療センター附属看護学校、
上天草看護専門学校、熊本労災看護専門学校、八代看護学校、天草市立本渡看護専門学校、熊本歯科衛生士専門学院、熊本歯科技術専門学校、
一般社団法人熊本全日病、一般社団法人熊本県医療法人協会、日本病院会熊本県支部、公益社団法人熊本県精神科協会、
熊本県高次脳機能障害検討委員会、社会福祉法人熊本県社会福祉協議会、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会、熊本県民生委員児童委員協議会、
公益社団法人熊本県老人クラブ連合会、熊本市老人クラブ連合会

演題①

演題②

演題③

合同分科会テーマ①「高齢者が地域で自分らしく生きていくための健康づくり、疾病予防」

合同分科会テーマ②「地域で、在宅で受けられる医療や介護」

※熊本県医療・保健・福祉団体協議会構成団体に所属の方は、所属団体名のご記入をお願いします。
　当日の受付は各所属団体で行います。

申し込みは令和２年2月28日（金）までにお願いします。

「後期高齢者歯科健診制度について」
　　　長野　靖弘　熊本県歯科医師会（長野歯科医院）
「地域の力に。健康サポート薬局として。」
　　　久保田　めぐみ　熊本県薬剤師会（つばめ薬局）
「認知症者のその人らしい暮らしを支える作業療法」
　　　松浦　篤子　熊本県作業療法士会（荒尾こころの郷病院）

演題①

演題②

「インフォーマルサービスとしての地域看護の展開～メディサポライフの看護活動報告より～」
　　　益永　佳予子　熊本県看護協会（株式会社ファーマダイワ　メディサポライフ）
「在宅医療における臨床検査技師の役割」
　　　手蓑　京美　熊本県臨床検査技師会（谷田病院）

合同分科会テーマ③「施設、在宅での看取り～医療者・介護者の寄り添い～」
演題①

演題②

「緩和ケアと意“志”決定～誰のために？何のために？～」
　　　吉武　　淳　熊本県医師会（熊本大学病院緩和ケアセンター）
「在宅での看取りを考える～人吉球磨地域の取り組み～」
　　　植竹　大充　日本プライマリ・ケア連合学会熊本支部（ひとよし在宅支援診療所）

氏　　　名

施　設　名

住　　　所

連　絡　先

〒

TEL FAX
E-mail

職　種　名 所属団体名

次回の学会の案内を
希望されますか

希望する
※ご希望の案内方法に〇をお付けください。      郵送 ・ FAX ・ E-mail   

希望しない

◎日本医師会生涯教育講座3.5単位
（取得カリキュラムコード）　基調講演：81終末期ケア1単位　合同分科会：80在宅医療1単位　シンポジウム：13医療と介護および福祉の連携0.5単位
市民公開講座：81終末期ケア1単位
◎日本歯科医師会生涯研修登録システム
基調講演：研修コード2109　2単位　合同分科会：研修コード2107　2単位　市民公開講座：研修コード2101　2単位
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度2単位
士会指定事業　地域ケア会議推進リーダー及び介護予防推進リーダー履修要件研修
◎日本作業療法士協会生涯教育基礎コース1ポイント
◎基調講演、合同分科会、シンポジウム：主任介護支援専門員更新研修の受講要件該当研修
◎専門医・認定医更新のための単位　3.5単位　プライマリ・ケア認定薬剤師の認定単位　2.5単位

熊本県医師会

熊本県歯科医師会

熊本県薬剤師会
熊本県理学療法士協会
熊本県作業療法士会
熊本県介護支援専門員協会
日本プライマリ・ケア連合学会

（　　　　　　　　　　）　FAX 　　　-　　　　-　参加申込先



 
 
 

 令和元年度 第 3回 熊本県糖尿病療養指導研修会 

テーマ：〔糖尿病合併症と栄養管理〕 

 

○ 開催期日 令和 2 年 3 月 8 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 当日は、CDEJ/CDE-Kumamoto の番号を控えてきてください。（単位取得希望者） 

※ 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、3 月 2日（月）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） 
※申込先を改めてご確認下さい。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 



令和元年度 第 3回熊本県糖尿病療養指導士研修会 

テーマ【糖尿病合併症と栄養管理 】 
開催期日 令和 2 年 3 月 8 日（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 
参加費  非会員 2,000 円 
設定内容 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 2 月 17 日午前中までに事前の申し込みをお願いします。 

お申込をされずにご参加された場合、資料はご準備いたしかねます。ご了承ください。 
 
受付   8 時 30 分～8 時 55 分 
開会の辞 8 時 55 分～9 時 00 分 
 
午前の部 ≪講演≫ 

１．（9 時 00 分～10 時 00 分） 
     演題『病院歯科における糖尿病医科歯科連携』 
                             西日本病院 歯科医  羽生真也先生 
２．（10 時 10 分～10 時 40 分） 
 

     演題『血糖コントロール改善へ歯周病患者へのアプローチ』 
                             熊本県歯科衛生士会  今泉克美先生 
３．（10 時 50 分～12 時 20 分） 

     演題『糖尿病性合併症～神経障害を中心に』 
                         熊本大学大学院 生命科学研究部 糖尿病代謝病態解析学  

                                          特任准教授 本島寛之先生 
・・・・・・・・・・・・・・昼食（12 時 20 分～13 時 10 分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
午後の部 ≪講演≫ 

４．（13 時 10 分～14 時 10 分） 
         演題『糖尿病の食事療法～現在・過去・未来』 
                           国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 

                                      栄養科 科長 村岡まき子先生 
５．（14 時 20 分～16 時 20 分） 

     演題『変わる食事療法』 
                         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  
連絡事項 16 時 20 分～16 時 30 分 
閉会の辞 



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 

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 2年 2月 12日（水） 

   18：30～20：00 

 

 

熊本再春荘医療センター 

新棟 2階 会議室 

「凝固検査の基礎と検体の取り扱いに 

ついて」 

 

講師：白井 淳道先生 

シスメックス株式会社 

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 2年 2月 13日（木） 

18：30～20:00 

 

 

熊本医療センター2階ホール 

熊本県臨床検査技師会 

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 

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 2年 2月 14日（金） 

   18：30～20：00 

 

天草地域医療センター 

健診センター 

「呼吸器機能検査の進め方」 

（スパイロメトリーcase by case） 

 

講師：佐野 成雄先生 

大分大学医学部附属病院 

熊臨技学術部 

専門-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：096-364-6000 

くまもと森都総合病院 

今田 龍市 

令和 2年 2月 15日（土） 

   15：00～17：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本大学病院 

山崎記念館 

肝炎ウイルス陽性患者拾い上げの取り組み 

～受検・受診・受療勧奨へ繋ぐために～ 

 

「熊本県における肝疾患センターの取り組み 

について」 

講師：野村 真希先生 

熊本大学病院 

「当院および技師会の取り組みについて 

講師：今田 龍市技師 

くまもと森都総合病院 

「肝炎ウイルス検査に関する情報提供に 

ついて」 

講師：小郷 美紀生技師 

済生会みすみ病院 

各施設による肝疾患コーディネーターの 

取り組みについて 

講師 1：房木 明里技師 

上天草総合病院 

講師 2：氏原 亜紀技師 

済生会熊本病院 

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 2年 2月 21日（金） 

   18：30～20：00 

 

天草地域医療センター 

健診センター 

「腫瘍マーカーの基礎」 

 

講師：村上 一友先生 

アボットジャパン合同会社 

臨床生理部門研修会 

専門-20 

 

令和 2年 2月 21日（金） 

19：00～20:00 

 

心電図・心エコー症例検討会 

 

講師：佐々 智子技師 



連絡先：0965-33-4151 

熊本労災病院 

吉田 健一 

 

熊本医療センター 

研修センター 

熊本医療センター 

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 2年 2月 25日（火） 

18：30～20：00 

 

 

熊本医療センター 

２階ホール 

血液検査の基礎と応用 

 

講師：志賀 修一先生 

元京都大学医学部附属病院 

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 2年 2月 27日（木） 

19：00～20:00 

 

 

 

熊本中央病院 

２階大講堂 

腹部エコー症例検討会 

 

講師：當麻 康弘技師 

済生会熊本病院 

講師：緒方 祐仁技師 

   熊本市民病院 

講師：奥村 彰太技師 

   日赤健康管理センター 

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 2年 2月 29日（土） 

   14：00～16：00 

 

 

 

熊本赤十字病院 

研修・研究センター 

講演 1.輸血検査に影響を及ぼす新しい 

抗体医薬 Hu 5F9 G-4(抗 CD47抗体： 

Magrolimab)に関する知見 

講師：丸本 宗正 

   株式会社 イムコア 

 

講演 2.精度管理調査の解説 

   講師：吉田 賢太技師 

済生会熊本病院 

県南地区研修会 

専門-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：0965-33-4151 

熊本労災病院 

井上 博幸 

令和 2年 2月 29日（土） 

  14：15～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本労災病院 

5階会議室 

認知症講演会 

 

「認知症の病態について」 

講師：原 靖幸先生 

熊本労災病院 

「認知症ケアについて」 

講師：柿本 里美先生 

熊本労災病院 

「認定認知症看護師の活動」 

講師：上渕 恵子先生 

熊本労災病院 

「認知症検査の実際と認定認知症検査技師 

について」 

講師：新屋敷 紀美代技師 

熊本第一病院 

 



月　日 場　所 主　題 内　容 カリキュラム名称 区分 点数

4月未定 熊本市 生物化学分析部門研修会 血ガス 検体検査 専門 20

4月未定 熊本市 臨床一般部門研修会 尿定性検査について 検体検査 専門 20

4月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 血液検査の基礎 検体検査 専門 20

4月23日 熊本市 病理細胞部門研修会 技術講習会 検体検査 専門 20

5月未定 熊本市 臨床生理部門研修会 心電図勉強会 生体検査 専門 20

5月未定 熊本市 臨床検査総合部門研修会 診療報酬改定についての情報提供 基礎 20

5月未定 熊本市 臨床一般部門研修会 尿沈渣の基礎① 検体検査 専門 20

5月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会 輸血検査（血液型・交差適合試験） 検体検査 専門 20

5月未定 熊本市 臨床血液部門研修会 凝固検査の基礎 検体検査 専門 20

5月28日 熊本市 病理細胞部門研修会 第１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。

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム

令和２年４月～５月(３月開催予定なし） 熊臨技生涯教育委員会
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