平成２３年度 第８回常務理事会
日 時 ： 平成２３年１１月８日（木）18：30 ～ 21：30
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 ： 瀧口、上原、原田、松本、山本、田中、徳永、増永、中潟、
、寺本
欠席者 ： 池田、坂本、
＜報告事項＞
１、会長報告；日臨技関係（日臨技創立 60 周年記念式典出席 11/11.厚生労働大臣表彰、臨時総会 11/12）
九臨技関係（次年度研究部門員推薦、九臨技各県 60 周年）熊本市薬剤師会創立 20 周年 10/30、第
30 回九州支部臨床検査普及月刊大会 11/9
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
・広報（山本）
；ﾆｭｰｽ版の発行･発送、翌月ﾆｭｰｽ版発行準備、平成 22 年会員名簿の発行等
・組織（坂本）
；レクレーション開催計画
・渉法（田中）
；平成２３年度賛助会員の募集（11 月現在 46 社）
、医専連活動への参画等
・事業（池田）
；平成２３年度熊本県精度管理調査準備、標準化の推進等（10 月 24 日試料づくり）
・学術（徳永）
；学術委員会・班長会議、機関紙 12 月末締切
・生涯教育（増永）
；生涯教育研修会等の開催案内･評価・開催状況の日臨技への報告等
・経理（中潟）
；平成 23 年度前渡金について、九州学会会計について
・特別事業（寺本）
；新公益法人化への対応について（11/17 検討委員会開催予定）
３、新法人化対策委員会開催結果について；Ｈ23/10/27 熊本保健科学大学、
・定款改定案作成→再検討事項を 11/17
４、平成２３年学術講演会（11/5 開催）
（１）日時・場所：平成 23/11/513：00～ 講演会（熊本大学医学部教育棟）
、ボウリング（大劇）
、懇親会（石松
茶屋）
（２）講演会内容；テーマ「泌尿器の臨床検査」
（特別講演１題、一般講演５題）会員９２名、非会員７名参加
（３）参加者：講演会９９名、班別チーム対抗ボウリング 組 名、懇親会 名
５、第 47 回九州学会（宮崎県担当）11 月 17 日（土）～18 日（日）
、宮崎観光ホテル※ダンロップゴルフ開催期間
６、第 61 回全国学会（三重県担当）開催予定；Ｈ24/6/9～10、津市
７、日臨技平成 23 年度臨時総会開催通知；Ｈ23/11/12、東京品川プリンスホテル
・議案；規定の制定（会員および会費、役員報酬および費用、総会運営等）
８、その他
＜協議事項＞
１、平成 23 年度第 2 回総会(23 年度予算総会；定款変更案提出予定)、知事表彰受賞祝賀会について
（１）日程案；24 年 3 月 17 日（土）
、会場案；同仁堂ホール
（２）講演会は実施しない予定（定款変更審議時間確保のため）
、受賞祝賀会（知事表彰受賞者その他、3/17.、ニュー
スカイホテル）
２、第 44 回県医学検査学会･平成 23 年度第 1 回総会開催計画（案）
（１）日 時；平成 23 年 6 月 24 日（日）
、担当；熊本市（場所：熊本保健科学大学）
（２）学会長；瀧口巌（日赤健管）
、実行委員長；寺本弘二（熊本保健科学大学）
３、第 45 回県医学検査学会・平成 25 年度第１回総会開催計画(案)
（１）日 時；平成 25 年 6 月未定、担当；城南地区（場所：未定）
（２）学会長；未定 実行委員長；未定
４、平成 23 年度第３回以降の理事会開催予定について
（１）第 3 回予定；平成 23 年 11 月 26 日（土）
；16：00～ＫＫＲホテルくまもと 九州学会反省会 18：30～
５、第 4 回以降理事会予定
（１）第 4 回予定；平成 24 年 3 月 3 日（土）15：00～ 場所；熊臨技事務所（24 年度事業計画予算案）
（４）第 5 回予定；平成 24 年 6 月未定（土）15：00～ 場所：熊臨技事務所（23 年事業報告決算案）
６、その他
（１）第 5 回熊本県連携学会開催予定；平成 24 年 3 月 20 日（火・祝日）
次回会議は平成 23 年 12 月 10 日（土）13：00～ 熊臨技事務所
以上

第４７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２３年１１月３日（木）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４７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。会場にみえた一般の方々を対象に糖尿病予防と啓蒙の目的で、
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
による医学相談等へ誘導しました。今回の検診受診者は８８１名で、この行事
を通して一般の方々の健康（糖尿病）に対する関心を窺えました。

出動者名：臨床検査技師１２名（糖尿病療養指導士１２名）（順不同）
羽田順子（山鹿中央病院）
今田龍市（ＮＴＴ西日本九州病院）
福永まゆみ（陣内病院）
前田 卓（熊本労災病院）
松下美佐子（原口循環器内科医院）
眞部三容子（熊本第一病院）

手蓑京美（谷田病院）
西 京子（和泉町立病院）
松本恵美子（熊本医療センター）
岩木由紀子（済生会熊本病院）
薗田淑美（荒瀬病院）
森山希倫子（朝日野病院）
文責（岩木由紀子）

会員各位

輸血検査勉強会のご案内
謹啓 、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
安全な輸血を実施するにあたり、輸血検査の技術および知識は最も重要ですが、輸血効果の確認
および輸血副作用の監視についても、我々検査技師が積極的に関与しなければなりません。
輸血副作用には、発熱、蕁麻疹といった軽度のものから、GVHD、TRALI など重篤なものまで幅
広く、最近では赤血球の頻回輸血患者における鉄過剰症も問題となっています。
今回、輸血副作用について勉強会を企画いたしました。ふるってご参加下さい。

謹白

記

日時 ： 平成 24 年 1 月 21 日（土曜日）
場所 ：

14：00～16：00（受付 13：30～）

熊本大学医学部付属病院 医学教育図書棟 4F第 3 講義室

※病院駐車場は正面玄関右手のゲートから入った先の、立体駐車場をご利用下さい。
内容：輸血副作用
講演 1：「輸血副作用について」
熊本県赤十字血液センター学術
続 隆文先生
講演 2：「熊本大学病院における鉄過剰症の実態」
熊本大学医学部附属病院 検査部 石原 綾子技師
講演 3：「鉄過剰症治療薬について」
図書棟/総合研究等
ノバルティスファーマ株式会社

質問・質疑応答
立

申込方法 ：

当日参加

駐

連絡先 ： 熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部
福吉葉子（TEL：096-373-5817）

駐車ｹﾞｰﾄ
正面玄関

平成 23 年 11 月 16 日
会員

各位
社）熊本県臨床検査技師会
微生物・公衆衛生研究班
班長 大隈 雅紀

微生物・公衆衛生研究班
スライドカンファランスのお知らせ
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・公衆衛生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 年間で学会、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）、そして最新の話題で注目されている『PURE/LAMP 法』、
『質量分
析法（MALDI TOF-MAS）を用いた菌種同定』についての講演を企画しました。発表時
間とディスカッションの時間は十分にとる予定です。
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 24 年 1 月 28 日（土）14：00～17：00 （受付：13：30～）
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．講演 1：『PURE 法/LAMP 法による結核菌群検出について』
講師：栄研化学株式会社
副島 隆浩先生
3．講演 2：『質量分析装置を用いた微生物迅速同定法
MALDI バイオタイパーについて』
講師：ブルカー・ダルトニクス 松山 由美子先生
※ 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 28 日（水）迄に下記までご連
絡ください。
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「生涯教育研究過程プログラム」
平成24年1月～3月
1月19日 八代市 城南地区研修会（心筋梗塞、心不全関連の検査）

検体検査

専門

20

1月24日 熊本市 血液検査研究班研修会（染色体：FISH）

検体検査

専門

20

1月26日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（第4回症例検討会）

検体検査

専門

20

1月28日 熊本市 微生物・公衆衛生研究班研修会

検体検査

専門

20

未定 天草市 天草地区研修会（微生物）

検体検査

専門

20

2月12日 熊本市 一般検査尿沈渣研修会

検体検査

専門

20

2月28日 熊本市 血液検査研究班研修会（形態研究会）

検体検査

専門

20

未定 熊本市 化学・免疫・情報研究班研修会

検体検査

専門

20

未定 熊本市 機能・神経生理研究班（呼吸機能検査）

生体検査

専門

20

未定 熊本市 画像生理研究班（腹部・心臓エコー実習 ）

生体検査

専門

20

検体検査

専門

20

検体検査

専門

20

3月27日 熊本市 血液検査研究班研修会（講演会）

検体検査

専門

20

未定 熊本市 一般検査研究班研修会（講演会）

検体検査

専門

20

未定 熊本市 輸血検査研修会（症例検討会）

検体検査

専門

20

未定 玉名市 城北地区研修会
未定 合志市 熊本市周辺地区研修会
未定 天草市 天草地区研修会（血液）
3月1日 熊本市 病理・細胞検査研究班研修会（サーベイ）

＊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。

