平成 28 年度

第 3 回理事会

議事録

日 時： 平成 29 年 3 月 25 日（土）16：00～17：00
場 所： ＫＫＲホテル熊本
（〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町３−３１ 096-355-0121）
出席者： 増永、田中、松本、野中、坂口、河野、逢坂、今田、工藤、石橋、渡邊、古閑、田上さ、山住、
春山、岩崎、片山、佐々木、西村、中島、上原、原田
欠 席（委任状）： 福吉、川口、三牧、小田和、外口、田上圭、岡崎、上島、竹内、宇佐美
（敬称略）
＜報告事項＞
１．会長報告 ： 日臨技関係；①検体採取等に関する講習会参加率 全国 49.8％ 九州 65.8％ 平成 29 年
度福岡会場は 7/29～30、12/2～3 の 2 階のみ開催予定 ②臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会（4
月米子開催）新屋敷技師派遣 ③病棟業務実践に向けた実技講習会開催予定 ほか 九州支部関係；共用基準
範囲導入についての調査 熊本県は 10 施設導入済み 熊臨技関係；①熊本シティ FM 出演依頼（6/21・12/20・
12/27）②県南地区理事転勤に伴う後任選出のため役員推薦委員会開催予定 ③松井顧問より臨床検査災害対
策基盤構築に向けて提案あり。協議事項で確認。
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（坂口）：ニュース版の発行･発送
・組織（河野）：会員名簿発行
・渉法（逢坂）：平成 29 年度賛助会員募集
・事業（福吉）：臨床検査講習会
・学術（今田）：部門長会議、学術講演会 くまもと医学検査の発行準備および論文募集
・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録、あじさいセミナー 6/10 開催予定。
・経理（工藤）：通常経理報告、平成 29 年度予算案
・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備、日臨技認定
３．第 49 回熊本県医学検査学会
担当 県北地区（山鹿市）学会長 山住浩介 理事
日時 平成 29 年 5 月 21 日（日）
場所 山鹿市民交流センター
懇親会平成 29 年 5 月 20 日（土）
場所 山鹿ニューグランドホテル
４．県知事表彰祝賀会（3/25 18 時～ ＫＫＲホテル熊本） 参加者 77 名
５．その他
１）熊本地震関連（会員への見舞金執行状況） 家屋全壊（10 万円）13 名 大規模半壊（7 万円）10 名
半壊（5 万円）56 名 全て支払済み。

＜協議・承認事項＞
１．平成 29 年度事業計画案（生涯教育研修会計画含む）および予算案 資料参照
２．平成 28 年度会長賞、学術奨励賞、永年職務精励者表彰 資料参照
３．平成 30 年度熊本県医学検査学会開催案 報告事項 3 参照
４．災害時における協定について 資料参照。県北、県南、熊本市内、天草地区に地域拠点医療施設お
よびキーパーソンを設置する。今後、各団体との協定書等の作成に取りかかる。
５．その他 熊臨技は平成 30 年に法人 30 周年、会設立 65 周年を迎える。今後、記念式典等の計画を立
てる。

平成 29 年度

第 1 回常務理事会

議事録

日

時：

平成 29 年 4 月 11 日（火）18:30 ～

場

所：

熊臨技事務所会議室（大窪 1 丁目 6-3、TEL096-324-8477、FAX200-1221）

出席者：

増永、田中、松本、坂口、河野、福吉、今田、川口、逢坂、西村、工藤、野中

欠席者：

なし

＜報告事項＞
1、会長報告；日臨技・九州支部関係：病棟業務実施施設調査アンケート集計中、H29 年度地域ニュ
ーリーダー育成講習会開催予定。医専連関係：理事として増永会長、監事として田中副会長を推薦。熊
臨技関係：県南地区理事交代については役員推薦委員会、理事会を経て総会で決定する。
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（坂口）：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、
・組織（河野）： 県学会ゴルフコンペ

20 名参加予定

・渉法（逢坂）：平成 29 年度賛助会員募集
・事業（福吉）： 平成 28 年度臨床検査講習会 3/11 開催

89 名参加。平成 29 年度精度保証研

修会 7/29 熊本大学病院施設にて開催予定。今年度より精度管理調査参加費を見直す予定で、
7・8 月ニュース版には案内する予定。
・学術（今田）：部門長会議

くまもと医学検査発送

・生涯教育（川口）：生涯教育研修会等の開催・参加登録

あじさいセミナー

6/10 開催

・経理（工藤）：通常経理報告、会計監査
・特別事業（西村）：公益法人移行に伴う整備
3、第 3 回理事会
会長賞

KKR ﾎﾃﾙ

H29.3/25

６月３０日報告締切

16：00～ 次年度事業計画案・予算案他を承認

井上博幸技師（熊本労災病院）

学術奨励賞 池田穂波技師（済生会熊本病院）

4、臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会事業について
講習会 A（米子市）は九州から 2 名参加（福岡県、熊本県）
5、地域拠点病院について

熊本労災病院

公立玉名中央病院

新屋敷技師が参加予定

熊大附属病院、熊本医療センター、

天草地域医療センタ―が承諾済み
6、大規模災害時における各団体との協定書
7、医事功労者県知事表彰祝賀会
8、熊本地震シンポジウム 2017
9、第 49 回熊本県医学検査学会

KKR ﾎﾃﾙ

たたき台作成中
H29.3/25 18：00～ 表彰者

H29.4/22・23 熊本県民交流会館
担当

平成 29 年 5 月 20 日（土）場所 山鹿ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

学会長

山住

浩介技師（玉名中央病院）

演題数

平成 29 年 5 月 21 日（日）11：10～

パレア

18：30～

18 題
場所

田中）、12/20（認知症

山鹿市民交流センター
新屋敷）、12/27（認知症

敷）
12、第 50 回熊本県医学検査学会
場所

熊本保健科学大学

13、第 66 回日本医学検査学会

担当 県央地区（熊本市） 日時未定

学会長

増永

15、その他

特になし

純夫技師（熊本中央病院）

H29.6/17・18 千葉県幕張市

14、第 52 回日臨技九州支部医学検査学会

77 名参加

山鹿市民交流センター

懇親会

11、熊本ｼﾃｨｴﾌｴﾑ出演依頼 6/21（DVT 関連

英博氏

県北地区（山鹿市）

日時 平成 29 年 5 月 21 日（日）場所

10、第 1 回定時総会

徳永

幕張メッセ

H29.10.21～22 長崎ブリックホール

新屋

＜協議事項＞
1、平成 29 年度第 1 回理事会開催について

4/29

15 時～熊大中検カンファレンス （同日 14 時～

役員推薦委員会）
2、第 1 回総会議案書及び総会役員について
議長：吉田健一技師（熊本労災病院）書記：永田和美技師（熊本保健科学大学）徳永好美技師（熊本
機能病院）資格審査兼議事運営委員：鬼塚東洋技師（済生会みすみ病院）山本恭朋技師（玉名地域保健
医療センター）
3、第 66 回日本医学検査学会

公開水戸塾のご案内とワークショップ参加者推薦について 吉田雅弥

技師（熊本赤十字病院）を派遣する。
4、その他


設立 65 周年・法人化 30 周年記念式典について 平成 30 年に熊臨技設立 65 周年。法人化
30 周年を迎えるにあたり、式典をどうするか検討した。集客や企画などの面から第 50 回医
学検査学会（学会長：増永会長、熊本市、日時未定）前日、すなわち懇親会と同時開催とす
ることとなった。



第 52 回日臨技九州支部医学検査学会（H29.10.21～22 長崎ブリックホール九州学会）で病
棟業務推進ミニシンポジウムを開催する。熊臨技では日臨技によるアンケート回答状況から
江南病院と整形外科井上病院をシンポジストとして推薦する。当該施設へは増永会長が説明
する。



くまもと医学検査や学会抄録での落丁が続くことから、他社からも見積をとり、選定するこ
ととなった。

平成 29 年 4 月吉日

会員各位

女性部会

第 49 回

手蓑京美

熊本県医学検査学会

～女性部会主催～

ピンクカフェ オープン
キッズコーナー併設

2017.5.21（日）熊本県医学検査学会
山鹿市民交流センター内にピンクカフェを OPEN いたします
無料

女性技師の交流の場、情報交換の場
美味しいコーヒーやお茶を飲みながら
ゆったりとお話をしませんか？
＊男性技師の方もコーヒーを飲みに来られてもかまいません

キッズコーナーも併設しております
子育て中の技師の方、お子様を遊ばせている間
学会に参加されませんか？
＊尚、キッズコーナーは保護者責任のもとご利用ください
遊べるスペースのみご用意してます

詳細は谷田病院検査科（直通 096-206-0235)

手蓑京美までご連絡下さい

平成２９年４月吉日
会

員

各位

（一社）熊本県臨床検査技師会
会長 増永純夫

平成２９年度熊本県臨床検査技師会 定期総会開催通知
定款第１７条により平成２９年度一般社団法人熊本県臨床検査技師会定期総会を
開催するので会員各位の出席を要請します。

日時：平成２９年５月２１日（日）１１：１０～１２：１０
場所：山鹿市民交流センター
（〒〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿９８７−３
TEL 0968-43-1081）
総会当日は、議案書（第４９回熊本県医学検査学会抄録にとじ込み）、会員証を必ず
持参してください。なお、議決権を行使できる人は平成 29 年 4 月 1 日に熊臨技会員
になっている方です。

※委任状提出のお願い
平成 29 年度定期総会に出席できない会員は必ず委任状を提出してください
（先に送付した葉書に記名捺印し、施設の連絡責任者が期日までに責任をもって提出
してください）
委任状提出期限 ；平成 29 年 5 月 13 日（土）

会員各位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会長

（一社）熊本県臨床検査技師会

表彰

増永

純夫

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時総会において熊臨技表彰を行っております。
２８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平成２９年度定時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
池田

穂波

氏（済生会熊本病院）

井上

博幸

氏（熊本労災病院）

２．会長賞

３．永年職務精励者表彰（順不同、敬称略）
氏名

氏名

氏名

新宅 明子

北川 淳一

小山 由香里

北原 直樹

柴田 勝之

島本 浩二

東原 悦子

林 久美子

吉田 薫

児玉 暢也

前田 久美子

吉田 美和子

田中 智

春田 昭一

斉藤 義治

吉川 美和子

山平 秀勝

今村 いづみ

神宮 輝幸

坂口 卓

石橋 浩三

山﨑 浩二

山口 里恵

山本 愛美

本郷 剛

園田 奈穂子

中村 優子
以上

※

各賞の表彰式について
平成２９年５月２１日（日）開催の熊本県医学検査学会時に開催いたします。

第 52 回日臨技九州支部医学検査学会 演題募集について
会 期：平成 29 年 10 月 21 日(土)・22 日(日)
会 場：長崎ブリックホール（長崎市茂里町 2-38）
Ⅰ．標記学会の一般演題および抄録を下記のとおり募集いたします。
１．一般演題の申し込み、抄録原稿提出は日臨技ホームページを利用した、Web による
受付とします。
Web による申込には会員 No とパスワードが必要ですので事前に確認してください。
２．賛助会員、学生の発表につきましては、学会事務局へお申込ください
演題募集期間：平成 29 年 3 月 13 日（月）～ 5 月 31 日（水）
抄録募集期間：平成 29 年 4 月 3 日（月）～ 6 月 30 日（金）
Ⅱ．インターネット利用による一般演題申込・抄録原稿登録について
【日臨技会員の登録方法】
１．Webにて日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp/）を開き、右上の『会員専用
ページ』をクリック。
２．会員専用サイトに会員 No.とパスワードを入力し、
『ログイン』をクリックする。
※パスワード紛失等で、ログインできない方は、下記へ問い合わせてください。
≪日臨技事務局≫
TEL：
（03）37684722 FAX：
（03）3768-6722
Mail：jamt@jamt.or.jp
３．会員メニューの『演題・抄録』をクリックする。
４．STEP１ 学会の選択で、
「平成 29 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 52 回）
」を選
択し、
『演題の新規登録』をクリックする。
５．STEP２ 利益相反（ＣＯＩ）の確認を入力・申告して、
『次へ』をクリックする。
６．STEP３ 演題の入力に関し、必須事項を入力し、
『次へ』をクリックして STEP４へ進む。
※ メールアドレスは、必ず受信できるアドレスを正確に入力してください。
※ 抄録を後から登録する場合は『確認して登録する』をクリックして STEP5 へ進みます。
※ 後日、演題名変更や抄録登録を行う場合は、STEP１から同じ手順で行って下さい。
７．STEP４ 抄録の入力またはアップロードで抄録登録方法を選択し、それぞれの方法に従っ
て抄録を入力する。
※ 抄録は、26 文字×18 行×2 段組 936 文字以内で入力してください。
※ ファイルアップロード登録する場合は、抄録本文のフォント、サイズ（明朝体 10.5P）は
変更しないでください。
※ 末尾に連絡先を必ず入力してください。
８．
STEP５ 入力内容の確認で、
『抄録集 PDF の確認』
をクリックし、
内容を確認してください。
。
その後『次へ登録・変更』をクリックすると受付番号が表示され、登録完了メールが自動配信

されます。
※ 登録完了メールが届かない場合は、登録完了していません。
【日臨技会員以外の登録方法】
≪登録の流れ≫
登録用のパスワードの取得 ⇒ 演題募集受付専用サイトへログイン ⇒ 演題登録
１．パスワード申請：登録用パスワードを取得する。
日臨技申請フォーム
（http://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Apply/EndaiHappyoushaHikaiin.aspx）から
登録用パスワードの申請をします。
「SSL 暗号化通信する」に ☑ して入力してくださ
い。
必要事項を入力後、画面右下の『申請する』をクリップします。
申請を完了すると、登録用パスワードを記載した申請受領メールを自動配信します。
２．LOGIN：演題募集受付専用サイトへログインする。
演題募集受付専用サイト
（http://jamtjamtis.jamt.or.jp/JamtisEndai/Account/Login.aspx）に
前述で取得した登録用パスワードでログインし、登録してください。
登録方法は会員同様です。

Ⅲ．注意事項
１．一般演題の筆頭発表者
会員および賛助会員は、申し込み時点で会費を完納している会員または賛助会員であり、発
表時においても会員である必要があります。
医療業界に籍を有する学生および非会員は会員外扱いとなり、１演題につき 5000 円を申し受
けます。
（下記口座へ送金してください。
）なお、振込手数料は、各自でご負担ください。
【抄録掲載料受付口座】
銀行名
： 親和銀行
支店名
: 親和銀行本店
預金種目 ： 普通預金
口座番号 ： 4124317
口座名義 ： 平成 29 年度日臨技九州支部医学検査学会 学会長 丸田秀夫
Ⅳ. お問い合わせ先
〒850-8555 長崎県長崎市新地町 6-39
長崎みなとメディカルセンター市民病院 臨床検査部 三浦 学
TEL 095-822-3251 FAX 095-822-6632
Ｅ-mail miura_manabu@ncho.jp

（一社）熊本県臨床検査技師会
会
長 増永 純夫
生涯教育部長 川口 謙一

「あじさいセミナー2017」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：平成２９年６月１０日(土)
会

内

１４：００～１６：００

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

容：
13：30
14：00
14：10
15：00
15：10
15：40
16：00
16：30
18：00

受 付
オリエンテーション
「病院における接遇」
西山 明美 技師（あきた病院）
休 憩
「個人情報と医療安全」
吉田 雅弥 技師（熊本赤十字病院）
常務理事・学術部門長紹介
移動（スポルト/大劇ボウル 16：15 集合）
ボウリング大会（スポルト/大劇ボウル）
懇親会（ひゃくしょう茶屋）

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
４６００円（ボウリング＋懇親会）
３０００円（懇親会のみ）
申込締切：平成２９年５月３１日(水)
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

平成 29 年度
テーマ
○ 開催期日
○ 開催場所

第1回

熊本県糖尿病療養指導研修会

[ 患者さんに寄り添う糖尿病療養指導～シームレスな連携を目指して～]
平成 29 年 6 月 18 日（日）
熊本県立大学（講義棟 2 号館・中会議室 2）

〒862-8502 熊本市東区月出 3 丁目 1 番 100 号

TEL 096-383-2929 / FAX 096-384-6765

○ 参加費
○ 認定内容

2,000 円 （平成 29 年度会費納入者は無料）
1 群（管理栄養士）
2 単位 申請中
2 群（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) 申請中
○ 受付（8 時 30 分～8 時 45 分）
○ 開会の辞（8 時 45 分～8 時 50 分）

午前の部（8 時 50 分～12 時 10 分）
Ⅰ（8 時 50 分～9 時 40 分）
『当院での糖尿病療養指導（急性期病院）』
国保水俣市立総合医療センター 栄養科 田中 良 先生
（休憩 5 分）
Ⅱ（9 時 45 分～10 時 35 分）
『当クリニックにおける糖尿病療養指導
～患者さんの気持ちに寄り添った栄養指導を目指して～』
医療法人社団 杜の木会 もりの木クリニック 栄養管理部 末永 加奈子 先生
（休憩 5 分）
Ⅲ（10 時 40 分～11 時 30 分）
『回復期病院における糖尿病療養指導』
医療法人社団寿量会 熊本機能病院 診療技術部栄養課 課長 高山 仁子 先生
（休憩 10 分）
Ⅳ（11 時 40 分～12 時 10 分）
パネルディカション
『栄養士の連携で糖尿病の「重症化予防と療養の質の向上」を目指そう！』
進行 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 栄養科課長 村岡まき子
□■□□■□□■□□■

昼食（12 時 10 分～13 時 00 分） □■□□■□□■□□■
★昼食は、各自でご持参ください★

午後の部（13 時 00 分～16 時 10 分）
特別講演 『糖尿病エンパワーメント 患者さんの真のパートナーになるために
―日々の療養を振り返り、患者さんとの関係を深める―』
ちくばクリニック
（休憩 10 分を含む）
（16 時 10 分～16 時 20 分）

院長

竹馬

庸裕

先生

連絡事項
閉会の辞
研修会終了後、平成 29 年度熊本県糖尿病療養指導士会総会を開催します
主催 熊本県糖尿病療養指導士会
共催 ノボ ノルディスクファーマ株式会社

熊本中央病院

栄養科

上野 愛

平成 29 年度
テーマ

行き

第1回

熊本県糖尿病療養指導研修会

[ 患者さんに寄り添う糖尿病療養指導～シームレスな連携を目指して～]

○ 開催期日
○ 参加費
○ 認定内容

平成 29 年 6 月 18 日（日）
2,000 円 （平成 29 年度会費納入者は無料）
1 群（管理栄養士）
2 単位 申請中
2 群（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) 申請中

※ 注意 弁当は各自でご準備ください。
※ 注意 ２群申請される方は認定機構への報告に CDEJ 認定番号が必要になりますの
で、必ず CDEJ の番号を控えて来てください。そして、受付時にその名簿にご記入く
ださい。

《研修会参加申し込み用紙》
施

設

下記の[

名

氏

名

電

話

]内の該当する項目に○を付けてください。

１．熊本県糖尿病療養指導士会の会員の有無

[会員・非会員]

２．糖尿病療養指導士の資格の有無

[ある・ない]

３．研修会の単位希望について

[第 2 群・ない]

４．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、6 月 7 日（水）までにご参加の申し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》熊本中央病院 栄養科 上野 愛
FAX 096-370-4009(直通）
TEL 096-370-3111（代表）

宛て

平成 29 年 4 月吉日
天草地区
臨床検査技師会会員

各位
熊本県臨床検査技師会
天草地区理事

片山卓也
岩崎晃史
公印略

天草地区研修会(臨床化学部門)のご案内

謹啓
春風の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 29 年度天草地区研修会臨床化学部門のご案内を申し上げます。
平成 22 年に日臨技精度保証施設認証制度が発足しました。今回は外部精度管理、特に本
認証制度について、新規取得の申請や更新の方法、熊本県内の取得状況など講演いただき
ます。また、天草地区の標準化サーベイの傾向についても報告していただきます。
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げ
ます。
謹白

記
日時：平成 29 年 05 月 26 日（金）
場所：天草地域医療センター

18 時 30 分～

ヒポクラート

講演：｢外部精度管理の話～特に精度保証施設認証について～｣
講師：富田

浩平

先生

（上天草市立上天草総合病院 臨床検査科）
ご不明な点がございましたら上天草総合病院 臨床検査科 富田までご連絡ください。
連絡先
TEL：0969-62-1122
mail:kensa@cityhosp-kamiamakusa.jp

平成 29 年 4 月 18 日
会員各位
一社）熊本県臨床検査技師会
副会長
田中 信次
「特集

熊本地震後の活動記録」の訂正ならびにお詫び

会員の皆さまには、日頃から技師会活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
今回ニュース版 4 月号に掲載しました「特集 熊本地震後の活動記録」のなかの熊本地震関連発表
一覧にて演題名に誤った記載がありました。 ここに下記のように訂正させていただくと共にお詫
びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。なお記載されているのは平成 28 年度時点で
の所属施設になります。
正
熊本大学附属病院

池田

勝義技師

演題名「災害に強い臨床検査室を目指して
-まずは 24 時間検査体制の強化から-

～熊本地震の経験を生かして～」

会員各位

平成 29 年 5 月吉日

お詫びと訂正
この度、第 48 回熊本県医学検査学会抄録集および熊本県臨床検査技師会会誌 くまもと医
学検査 Vol.7 において賛助会員および広告協賛一覧の社名に誤表記がありました。該当部分
を訂正させていただきますと共にお詫び申し上げます。

賛助会員一覧
（誤）
（正）
バイオ・ラッド ラボラトリー（株）
バイオ・ラッド ラボラトリーズ（株）
ロシュ・ダイアグノスティクッス（株）
ロシュ・ダイアグノスティックス（株）
シーメンスヘルスケア
シーメンスヘルスケア
・ダイアグノスティックス（株）
・ダイアグノスティクス（株）

広告協賛一覧
（誤）
ロッシュ・ダイアグノスティックス（株）
協和メディックス（株）

（正）
ロシュ・ダイアグノスティックス（株）
協和メデックス（株）

一般社団法人 熊本県臨床検査技師会
会長
増永 純夫

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
平成29年6月～平成29年8月
月 日 場 所
主 題
6月未定 熊本市 臨床生理部門研修会
6月未定 熊本市 輸血細胞治療部門研修会
6月8日 熊本市 臨床一般部門研修会
6月10日 熊本市

あじさいセミナー2017

6月22日 熊本市

病理細胞部門研修会

6月27日 熊本市

臨床血液部門研修会

7月13日 熊本市
7月25日 熊本市
8月未定 熊本市

臨床一般部門研修会
臨床血液部門研修会
輸血細胞治療部門研修会

内

容

心エコー症例検討
輸血検査（不規則抗体）
これであなたも髄液検査ができる
①病院における接遇
②個人情報と医療安全
第２回症例検討会
血液像、骨髄像（認定試験対策）
細胞形態から臨床へのアプローチ
未定
症例検討会
実技講習会

＊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3000円といたします。

熊臨技生涯教育委員会
ｶﾘｷｭﾗﾑ名称 区分 点数
生体検査 専門 20
検体検査 専門 20
検体検査 専門 20
基礎

20

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

検体検査
検体検査
検体検査

専門
専門
専門

20
20
20

