平成 26 年度 第 8 回常務理事会
日 時： 平成 26 年 11 月 11 日（火）18:30 ～21:00
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、池田、田中、松本、坂口、河野、今田、川口、工藤、野中
欠席者： 鬼塚、福吉
＜報告事項＞
1、会長報告；日臨技・九州支部関係（①検体採取に関する説明会について→1 月までに丸田理事から説明を予定。
②精度保証認証施設申請期間；10/1～11/28 ③検査説明のできる技師育成講習会；３年間で会員の 1 割目
標、熊本はあと 2 年間内に 100 名予定 ④九州支部会議平成 27 年 2 月 6 日予定）
、熊臨技関係（①医学検
査学会日程変更 6/7 ②検体測定室で自己採血を行う際の感染防止について ③平成 26 年度知事表彰推薦
締切 H26/12/15）その他
2、各部報告
・総務（松本）
：日臨技及び他団体等との連絡事項、会員動向等（11/11 現在会員数 1084 名）
・広報（坂口）
：ﾆｭｰｽ版の発行･発送、60 周年記念誌発送（正会員、賛助会員の他各都道府県会長、日臨技
会長、関連医療団体に配布）
・組織（河野）
：ﾛｺﾞﾏｰｸの募集、地区懇親会（11/22）
・渉法（鬼塚）
：平成 26 年度賛助会員 平成 27 年度広告募集
・事業（福吉）
：日赤譲渡血申請に関する手続き完了報告、
・学術（今田）
：くまもと医学検査論文募集、日臨技全国学会座長推薦（情報；西村技師、生理；松本技師、
免疫；楢原技師、微生物；永田技師）
・生涯教育（川口）
：生涯教育研修会等の開催・参加登録、あと３件、日臨技推進事業を登録予定
・経理（工藤）
：通常経理報告
・特別事業（野中）
：公益法人移行に伴う整備（10/30 法人代表者書き換え書類再提出）
3、天草地区 地区懇談会 11/22（土）天草地域医療センター ﾋﾎﾟｸﾗｰﾄ 16：00～
4、第 47 回熊本県医学検査学会（天草地区）について 日程変更 平成 27 年 6 月 7 日 本渡市民センターにて
※天草トライアスロン日程が 5/31 となったため
5、第 1 回九州支部内連絡会議 沖縄県那覇市 10/31 出席者：増永、田中、池田、今田、島本
6、第 49 回日臨技九州支部医学検査学会
平成 26 年 11 月 1、2 日（沖縄県宜野湾市）
7、第 64 回日本医学検査学会 H27.5/16（土）17（日）演題締切 11/30 ※九州は各県会員数の 1/20 の演題数を！
8、日臨技 各賞受賞候補者の推薦について 平成 27 年 2 月 10 日（火）締切
9、平成 26 年度 高度先端的医学セミナー 11/10 締切 東京都
10、地域ﾆｭｰﾘｰﾀﾞｰ育成講習会 10/25-27 晴海ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 熊本中央病院 逢坂部門長参加
11、肥後医育振興会 第５回熊本県医療人育成総合会議 11/8（土） 松本理事参加
12、平成 26 年度全国「検査と健康展」平成 26 年 11 月 9 日（日） ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本
13、第 50 回全国糖尿病週間 「社会でサポートする 糖尿病」平成 26 年 11 月 9 日（日）鶴屋百貨店ｻﾃﾗｲﾄｽﾀｼﾞｵ
14、臨床心電図セミナー鹿児島 平成 26 年 12 月 13 日（土）鹿児島県医師会館
15、医療保健福祉連携学会 （2015 年 2 月 1 日 テルサ）技師会から井島廣子技師推薦
16、熊臨技創立 60 周年・法人化 25 周年記念誌発行計画（11 月発送）
17、その他；臨床化学・免疫化学精度保証管理技師の受講状況と受験予想；熊本から 4 名ほど受験予定
＜協議事項＞
1、検体採取に関する厚労省指定講習会の開催及び受講の周知について
※福岡での講習会が 2/28～3/1 に予定されている。その前に日臨技丸田理事から各県にアウトライン説明会
を実施する予定。熊本県での開催候補日を丸田理事に伝え、検討する→ 1/2514:00～熊保大で調整
2、検査説明・相談ができる臨床検査技師育成について：上記説明会に追加し説明会を実施する
3、熊臨技ロゴマークについて：上記説明会で応募一覧を披露予定。これらの説明会を施設連絡責任者会議とし
て会議招集をかける。
4、その他 ①全国学会、九州学会への熊本県からの派遣について；開催団体から推薦を依頼され、熊臨技が承
認した技師のみ旅費、参加費の補助を適用する。②第 48 回熊本県医学検査学会 ③技師連盟の加入推進につ
いて
以上
次回会議； 12 月 9 日（火）１８：３０～ 熊臨技事務所

平成２６年１２月 吉日
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
施設連絡責任者 各位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会長

増永 純夫

平成２６年度 施設連絡責任者会議について
各位には益々ご健勝のことと拝察致します。
さて、臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）の一部が改正され、平成 27 年４月
１日から、臨床検査技師の業務範囲にインフルエンザなど一定の検体採取が追加されることになり
ます。また、平成 27 年 4 月 1 日から、生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査が追加される予定です。
これらの業務を行う場合は、厚労省の指定する研修会を受講する義務があります。そこで、日臨技
執行理事の丸田秀夫様から、研修会に関しての事前説明を伺うこととなりました。また、あわせて
日臨技の検査説明のできる検査技師育成について、熊本県臨床検査技師会ロゴマーク応募状況につ
いてなどを施設連絡責任者の方にご報告したいと存じます。
大変お忙しい時期に申し訳ありませんが、何卒ご参加くださいますようお願いいたします。
なお、これらの報告に関しての資料を別途施設連絡責任者様あてに郵送いたします。
記
【施設連絡責任者会議】
日 時 ： 平成２７年１月２５日（日）１３：３０～１６：００
場 所 ： 熊本保健科学大学 １号館 １３００ L 教室
１、報告事項
（１）検体採取に関する法律の改正と研修会受講義務について
（２）日臨技 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会について
（３）熊臨技ロゴマークの応募状況および応募作品について
（４）その他

以上
※ご出欠の有無につきましては、別途郵送の会議案内に入れております。
郵送物が 1 月 10 日までに届かない場合は、下記の FAX もしくはメールアドレスにご連絡ください。
お願い：
施設連絡責任者の登録がなされていない施設が多々あります。１～２名しか在籍しておられない
施設におかれましても、ぜひ登録をお願いいたします。
個人のお名前で届かない場合には、責任者のお名前を総務 松本まで FAX もしくはメールでお知
らせください。（できれば、１２月中にご連絡ください）
FAX096-275-2169（直通） メール；matumoto@kumamoto-hsu.ac.jp

臨床検査技師等に関する法律の一部改正について重要なお知らせ

臨床検査技師等に関する法律の一部が改正され、診療の補助として採血に加え、平成27
年４月１日から、臨床検査技師の業務範囲に一定の検体採取が追加されることになります。
検体採取項目として、インフルエンザ等の検体採取、表在からの検体採取、肛門からのス
ワブでの検体採取が想定されています。
また、今後、臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正し、平成27年4月1日か
ら、臨床検査技師の業務である生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査が追加される予定で
す。このような業務範囲の拡大に伴い、平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を
取得しているものが検体採取等を行おうとするときは、あらかじめ、「厚生労働大臣が
指定する研修」を受講しておくことが義務付けられます。

日臨技では厚生労働大臣が指定する講習会を「検体採取等に関する厚生労働省指定講
習会実施要領」に基づき、今後4年間で順次開催することになりましたので、会員の皆
様におかれましては受講されますようご案内いたします。
また、熊臨技ではこの件に関する説明会を、平成27年1月25日に熊本保健科学大学で
開催する施設責任者連絡会議の中で行います。一般会員の皆様も聴講いただけますので
多くの皆様の参加をお願い致します。

平成 26 年 11 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。
『くまもと医学検査』は、
『機関誌くまもと』と改名しフルカラーでのデビュー
から 4 年が経ちました。しかし、例年、投稿論文が少なく、苦慮しております。
今回、5 年目という節目の発刊にあたり、多数の論文投稿を期待しております。
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』への投稿を宜しくお願い致します。併せ
て、学術奨励賞候補論文の推薦もお願い致します。
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
平成 27 年 1 月 30 日（金）
3. 論文の提出方法
ＣＤ－Ｒにて送付
4. 提出先
〒862－0975 熊本市中央区新屋敷 1-17-27 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。

会員各位

平成 26 年 11 月吉日

日臨技九州支部 支部長

佐藤 元恭

日臨技九州支部 学術部長

有村 義輝

臨床生理部門長

加藤 由希子

九州支部卒後教育研修会（第13回臨床生理部門研修会）のご案内

会員 の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび、臨床生理部門研修会を、下記のとおり大分県において開催するはこびとなりました。
つきましては、各県会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。

テーマ ：

『 糖尿病は血管病 』

日 時 ： 平成27年 2月1日（日） 9:00～17:00 （8：30受付開始）
会 場 ： Ｌ’ｃｅｌｍｏ ＯＩＴＡ（エルセルモ大分） 大分県大分市大道4-5-37

～ プログラム ～
８：３０～ ９：００

受付

９：００～ ９：１０

開講式 オリエンテーション

９：１０～１０：１０

講演Ⅰ 「 糖尿病は血管病 」
大分県医師会立アルメイダ病院 内分泌内科部長

１０：２０～１１：３０

葛城 功 先生

講演Ⅱ 「 心電図における糖尿病と心筋虚血 」
～当院における検査時の心電図判読の現状を中心に～
高知大学医学部附属病院 検査部 副技師長

土居 忠文 先生

～ 昼食 ～
１２：３０～１４：００

講演Ⅲ 「 スキルアップ 血管超音波検査の実際 」
古賀病院２１ 臨床検査部 技師長

１４：１０～１５：１０

講演Ⅳ 「 心臓リハビリテーションと生理検査 」
臼杵市医師会立コスモス病院 副院長

１５：２０～１６：５０

舛友 一洋 先生

講演Ⅴ 「 糖尿病における心血管スクリーニング 」
北九州市立八幡病院 循環器内科主任部長

１６：５０～

倉重 康彦 先生

閉講式

修了書授与

原田 敬 先生

応募要項
◇ 募集人数 ： 80名 （募集人数に達した時点で締め切ります）
◇ 参加費

： 6.000円 （事前振込み） 振込先 ゆうちょ銀行

◇ 情報交換会：4000円 （前日19:00を予定しています。詳細・変更などは後日連絡いたします。）
＊前日情報交換会に参加されます会員様は合わせて10,000円の振り込みをお願いします。
【店名】

七二八 （読み ナナニハチ）

【店番】

７２８ 普通

【口座番号】 1936799
・・・事前登録されてから、1週間以内にお振り込みください。
＊ゆうちょ銀行間振込 【記号】 17230 【番号】 19367991 をご利用ください
◇ 募集開始 ： 平成26年11月25日（火） ～ 平成27年1月16日（金）
◇申込方法 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録より申し込んで下さい。
①日臨技ホームページに会員専用でログインする。
②参加申請の事前参加申し申込みより「平成26年度日臨技九州支部臨床生理部門研修会」を選択し、
事前登録をクリックする。
③必須事項を入力し、保存して閉じる。【登録完了】
④登録したメールアドレスに登録受付完了のメールが届きます。

日本糖尿病療養指導士・心電図認定技師（日臨技）・の単位を申請済です。
※返信が来ない場合は、下記の加藤までE-mailにてお問い合わせ下さい。

諸注意
◇ 宿泊の手配は各自でお願いします。
◇ 研修会場内での飲食は可能です。
会場周辺に飲食店はありますが、昼食については事前に準備されることをお勧めします。
◇ できるだけ公共の交通機関をご利用ください。
車で来られる方は、会場駐車場をご利用ください。
◇ 研修会当日、欠席された方への受講料の払い戻しは致しません。
ただし後日、テキストは郵送させて頂きます。
◇ ご不明な点等の問合せは下記までお願い致します。
＊ 出来るだけ E-mail にてお願い致します。
アルメイダ病院 臨床検査部
Teｌ
E-mail

加藤 由希子

097-569-3121 内線 3517

rinsyouseiriooita2014@yahoo.co.jp

【会場までのアクセス】

ココ

エルセルモ大分
〒870-0822 大分県大分市大道町 4-5-37
TEL 097-543-7088

～エルセルモ大分 交通のご案内～
☆JR
大分駅より車で約 5 分
別府駅より車で約 20 分
☆自家用車
大分高速インターチェンジから約 10 分
☆高速バス
「大分高速トキハ」前から車で約 10 分
☆フェリー
西大分港・ダイヤモンドフェリー乗り場から車で約 15 分

エルセルモ
大分

第５０回全国糖尿病週間行事における糖尿病検診出動報告

日時：平成２６年１１月９日（日曜日）１０：００～１９：００
場所：鶴屋百貨店本館 １階サテライトスタジオ
主催：（社）日本糖尿病学会、（社）日本糖尿病協会（実行は熊本県支部）
第５０回全国糖尿病週間行事として熊本市会場では糖尿病検診が上記の日程
で行われました。糖尿病予防と啓蒙の目的で、会場に訪れた一般大衆の方々を
対象に、血糖測定（臨床検査技師、看護師）、糖尿病の医学相談（専門医）、薬
剤相談（薬剤師）、栄養相談・パネル展示（管理栄養士）など行いました。臨床
検査技師は看護師とともに血糖測定を担当し、血糖値の高い方は専門医による
医学相談へ誘導しました。今回の検診受診者は６２０名で、日程変更の影響に
よる為か少なめでしたが、一般の方へ糖尿病の知識と関心を広めた 1 日でした。

出動者名：臨床検査技師１２名（糖尿病療養指導士１２名）（同不順）
山本義成（もりの木クリニック）
徳永好美（熊本機能病院）
井島廣子（陣内病院）
前田 卓（熊本労災病院）
岡美貴子（済生会熊本病院）
光本尚美（熊本大学附属病院）

今田龍市（くまもと森都総合病院）
宮前美紀（熊本中央病院）
岩木由紀子（済生会熊本病院）
森山希倫子（十善病院）
前田紗希（朝日野総合病院）
薗田淑美（荒瀬病院）
文責（岩木由紀子）

会員各位

平成 26 年 10 月吉日
日臨技九州支部 支部長

佐藤

元恭

学術部長

有村

義輝

病理細胞部門長

島本

浩二

実務担当

山口

知彦

日臨技九州支部

平成 26 年度日臨技九州支部病理細胞研修会のご案内
会員 の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび、病理細胞部研修会を、下記のとおり福岡県において開催するはこびとなりました。つきましては、
各県会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。
記

メインテーマ

「

病理業務の問題点を探求する 」

主催：日本臨床衛生検査技師会九州支部
担当：福岡県臨床衛生検査技師会
日時：平成27年1月31日(土)12:45 ～17:50
会場：久留米大学病院

病院本館２階

2月1日(日) 9:30～11:50

病院会議室１

福岡県久留米市旭町67番地 〒830-0011

TEL0942-35-3311（代表）

[募 集 人 員]

60 名

＊定員になり次第締め切ります。

[受 講

6,000 円

＊宿泊の手配は各自でお願いします。

料]

[情報交換会 ] 1日目の講義終了後、18:30より情報交換会( 4,000 円)を予定しています。
多数のご参加をお待ちしています。
[申 込 方 法] 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録より申し込んで下さい。
①日臨技ホームページに会員専用でログインする。
②参加申請の事前参加申し申込みより「平成26年度日臨技九州支部病理細胞研修会」を選択し、事前登録
をクリックする。
③必須事項を入力し、保存して閉じる。【登録完了】
④登録したメールアドレスに登録受付完了のメールが届きます。
[締 め 切 り]

平成27年1 月16 日（受付開始平成26年10月17日)

[入金締め切り] 平成27年1月24日

＊登録時のメールに記載された口座へ入金して下さい。

＊情報交換会参加の方は情報交換会費を含めて10,000 円を入金下さい。
[問い合わせ先]
〒830-0011

福岡県久留米市旭町67番地

久留米大学病院

病理部

山口

知彦

TEL0942-31-7651（直通）
e-mail: yamaguchi_tomohiko@kurume-u.ac.jp

プログラム
テーマ：
「病理業務の問題点を探究する」
病理検査の問題点と日常業務について学ぶ
平成２７年１月３１日（土） 受付 １２：００
久留米大学病院 病院本館２階 病院会議室１
１２：４５～１３：００ 開会の辞
座長 熊本市立熊本市民病院 検査技術室

島本 浩二 技師

１３：００～１４：００
講演 1 「検体受付から薄切まで －その問題点－」
講師

熊本大学医学部附属病院 病理診断科

石原 光浩 技師

１４：１０～１５：１０
講演 2 「染色の問題点」
講師

小田原市立病院 病理診断科

磯崎 勝 技師

座長 久留米大学病院 病理部

山口 知彦 技師

１５：２０～１６：４０
講演 3 「病理組織固定の重要性と乳腺疾患の最新情報 」
（仮）
講師

久留米大学医療センター 臨床検査室 室長

山口 倫 准教授

１６：５０～１７：５０
講演４ 「免疫組織化学 酵素抗体法 ～問題点と精度管理について～」
講師

神戸大学医学部附属病院 病理部

柳田 絵美衣 技師

１８：３０～
情報交換会
平成２７年２月１日（日）
座長 福岡大学病院 病理部

松本 慎二 技師

９：３０～１０：３０
講演５ 「病理検査における遺伝子検査の基礎と応用」
講師

東海大学医学部附属病院 病理検査技術科

芹澤 昭彦 技師

１０：４０～１１：４０
講演６ 「認定病理技師制度について」
講師 名古屋市立大学大学院 医学研究科 臨床病態病理学
１１：４０～１１：５０
閉会式 修了証書授与

滝野 寿 技師

久留米大学病院への交通アクセス

ココ

交通案内
★JR 久留米駅から
・バス

約７分

・タクシー

高専方面行（８番）「大学病院」下車

約５分

約 720 円

★西鉄久留米駅から
・バス

約 15 分

・タクシー

４番乗り場 大学病院行（終点）、高専方面行「大学病院」下車

約 10 分

約 1,140 円

★自家用車
・九州自動車道

久留米 IC から約 10～15 分

・九州自動車道

鳥栖 IC から約 20～25 分

★福岡空港から
【バス】

福岡空港→（高速バス約 45 分）→西鉄久留米駅→（タクシー約 10 分）→久留米大学病院

【電車】 福岡空港→（地下鉄約７分）→博多駅→（JR 鹿児島本線特急・快速約 30 分）→JR 久留米駅
→（タクシー約５分）→久留米大学病院
【タクシー】

福岡空港→（タクシー約 45 分）→久留米大学病院

平成 26 年度

日臨技九州支部輸血伝達講習会

テーマ

輸血検査初級者への指導技術の標準化に向けて

開催日時

平成 27 年 1 月 24 日（土）～25 日（日）

会場

１日目 国立病院機構熊本医療センター 研修ホール
（熊本市中央区二の丸１番５号）
２日目 熊本保健科学大学 実習室
（熊本市北区和泉町 325 番地）

内容

第

【講義】

一

13：00～

受付

日

13：30

オリエンテーション

13：40

講演１ DVD 視聴 血液検査のテクニック

目
関東甲信越ブロック血液センター 検査部検査一課 矢部隆一 先生
14：10

講演２ DVD 視聴 不規則抗体検査のテクニック
東邦大学医療センター大森病院 輸血部 日高陽子 先生

14：40

講演３ DVD 視聴

DAT 陽性時の対応

福島県立医科大学附属病院 輸血・移植免疫部 川畑絹代 先生 安田広康 先生
15：10～

休憩（15 分）

15：25

講演４ 交差適合試験の方法及び注意点
佐賀大学医学部附属病院 検査部 東谷 孝徳 先生

15：55

講演５ 救急外来における安全な輸血と臨床検査技師に求めるもの
国立病院機構熊本医療センター 救急科 原田 正公 先生

16：40

講演６ これから指導者になる方へ ～症例をまじえて～
国立病院機構熊本医療センター 臨床検査科

17：25～40
一日目終了

永田 雅博 先生

実技の説明、集合場所の確認
※懇親会へ参加される方は各自移動をお願いします。

第

【実技】

二

8：30～

受付

日

9：00

実技（凝集の目合わせ、血液型検査、不規則抗体検査）

目

12：20

実技解説
熊本赤十字病院 検査部 吉田 雅弥 先生

13：00

修了証書授与

募集人員

60 名

参加資格

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会員

（定員になり次第締め切らせて頂きます）

※輸血業務経験年数５年以上の技師が対象（経験５年未満は要相談）
受講料

5000 円（当日

申込締切

平成 26 年 12 月 26 日（金）

申込要領

①会員番号、②氏名、③カナ氏名、④性別、⑤施設名・所属、⑥施設郵便番号・住所、
⑦電話番号、⑧輸血検査経験年数、⑨懇親会参加の有無、⑩タクシーまたはバス利用の有無を記入
の上、E-mail にて下記までお申込み下さい。
※タイトルに必ず「輸血伝達講習会申込」と入力してください。
後日、受講確認・ご案内をお送りいたします。
※メール送信後、１週間以内に受領メールが届かない場合は下記までご連絡下さい。

申込先

〒860-8518

熊本市北区山室 6-8-1
熊本機能病院 臨床検査課
TEL：096-345-8111

山田 聡美

内線 2510

FAX：096-345-8188

E-mail：jmrinken@juryo.or.jp
宿泊

各自で手配して下さい。

主催

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

備考

１日目終了後、懇親会を予定しております。
場所：熊本市中心市街地
会費：3500～4000 円
２日目は会場が異なるため、公共交通機関を利用して参加される受講者には熊本市中心市街地から
実技会場（熊本保健科学大学）の往復タクシー（またはバス）を準備する予定です。
往復タクシー（またはバス）を利用する方は、申込み要領⑩に記載して下さい。

熊本医療センターの交通アクセス

公共交通機関の場合
＜バス＞熊本駅前バス停～交通センター

交通センター経由または交通センター行きのバスをご利用下さい。

熊本駅から

＜市電＞熊本駅前電停～花畑町電停
上熊本駅から

熊本空港から

熊本港から

所要時間：約 10 分

＜バス＞上熊本駅前～交通センター

所要時間：約 10 分
所要時間：約５分

＜市電＞上熊本駅前電停～蔚山町電停 所要時間：約 5 分
＜空港リムジンバス＞ 熊本空港バス停～交通センター
所要時間：約 40 分（航空機の到着後 15 分後に出発）
＜シャトルバス・路線バス＞
路線バスの場合、交通センター経由または交通センター行きのバスをご利用下さい。
＜徒歩＞約 10 分

交通センターより ＜バス＞市営 島１・２番 荒尾橋行き → 「国立病院前」下車
＜バス＞市営 島３番

上熊本営業所行き →「国立病院前」下車

自動車でお越しの場合
・熊本 IC から

国道 57 号線を熊本市街地方面へ車で約 30 分

・益城・熊本空港 IC から

県道 36 号線（第二空港線）を熊本市街地方面へ車で約 40 分

・植木 IC から

国道 3 号線を熊本市街地方面へ車で約 40 分

＊熊本医療センターの外来駐車場をご利用できますが、宿泊ホテルの駐車場の利用も合わせて
お願いします。

【

熊本保健科学大学(実技会場)へのアクセス

】

※車でお越しの場合は、駐車場が利用可能です。
大学までの所要時間（目安）
JR 利用（西里駅）

路線バス利用

自家用車

JR 上熊本駅から

約 10 分

約 15 分

約 10 分

JR 熊本駅から

約 15 分

-

約 25 分

熊本交通センターから

-

約 25 分

約 20 分

リムジンバスで

リムジンバスで

熊本駅前まで約 45 分

交通センターまで約 35 分

起点

→ 大学

熊本空港から

１．JR から 鹿児島本線 西里駅前
２．熊本交通センターから

23 番のりば、
「上熊本・西里」経由のバスに乗車。

「西里駅前」下車、バス停より徒歩４分
※駅構内の跨線橋をご利用いただくと便利です。
※運行時刻を御確認ください

約 60 分

平成 26 年 11 月吉日
会員

各位
一社）熊本県臨床検査技師会
臨床微生物部門長、遺伝子部門長
大隈 雅紀

臨床微生物部門・遺伝子部門合同研修会
スライドカンファランスのご案内
拝啓 寒冷の候、会員各位にはますますご健勝のことと喜び申し上げます。
さて、微生物分野・遺伝子分野を中心とした恒例のスライドカンファランスを下記
の通り開催します。
今年 1 年間、学会、研修会および研究会などで発表した演題報告（検討報告、症例報
告、レクチャーなど）、さらに遺伝子検査のトピックス、特別講演を企画しました。
ご多忙の折とは存じますが、会員の皆様の多数の参加をお願いいたします。
記
日 時
：平成 27 年 1 月 17 日（土）13：30～17：00 （受付：13：00～）
会 場
：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階 第 3 講義室
プログラム：
1．スライドカンファランス（学会、研修会報告など）
※多数の演題を募集します。皆でディスカションしましょう!
2．遺伝子部門（トピックス）
①「抗酸菌と遺伝子検査」
講師：東ソー（株）
②「固形腫瘍における個別化医療－現状と展望」
講師：ロシュ（株）
3．特別講演：『私の検査技師人生で転機となった細菌たち』
講師：熊本保健科学大学医学検査学科

伊藤俊一先生
小川

徹先生

正木孝幸 教授

※ 会終了後、新年会を開催いたします。参加ご希望の方は 12 月 26 日（金）迄に下記までご連
絡ください。なお、今年の新年会は正木技師の教授ご就任のお祝いを兼ねます。
連絡先：熊本大学医学部附属病院医療技術部（臨床検査部門） 大隈雅紀
Tel；096-373-5696 Mail；masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp

熊臨技「生涯教育講座研修過程]プログラム
平成27年1月～平成27年3月
月

日 場

所

1月17日 熊本市

熊臨技生涯教育委員会
主

題

臨床微生物部門
遺伝子部門合同研修会

1月17日 人吉市 人吉球磨地区研修会
1月22日 熊本市 病理細胞部門研修会
1月25日 熊本市 臨床生理部門研修会
1月24
熊本市 輸血細胞部門研修会
～25日
1月27日 熊本市 臨床血液部門研修会

2月24日 熊本市 臨床血液部門研修会
2月26日 熊本市 生物化学分析部門研修会
2月28日 熊本市 輸血細胞部門研修会
3月5日 熊本市 病理細胞部門研修会

内 容
１．スライドカンファランス
２．①抗酸菌と遺伝子検査
②固形腫瘍における個別化医療～現状と展望～
３．私の検査技師人生で転機となった細菌たち
この尿、どうする？ ～身近な症例を考える～
第４回症例検討会
症例１
症例２
基礎超音波医学 ～超音波検査士試験対策 第2回～
伝達講習会
①クロスミキシングテストについて
②もう一度、考えてみよう！
～凝固検査の基礎と試薬の反応性、標準化に関して
症例検討会
症例１
症例２
症例３
仮 POCT検査の現状について
仮 POCT検査におけるデータの見方について
（仮）輸血検査機器について
サーベイ

区分 点数
専門

20

専門

20

専門

20

専門

20

専門

20

専門

20

専門

20

専門

20

専門
専門

20
20

