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● 九州学会 HP 開設, 熊臨技ホームページでの水俣県学会お知らせ開始
１．熊本県臨床検査技師会ホームページをリニューアルしています。
平成 31 年 3 月 9 日からこちらのアドレスになります。https://www.kuma-amt.or.jp/
ブックマークされている方は変更をお願いいたします。
また、第 51 回熊本県医学検査学会（水俣市）のコーナーも開設しています。
どうぞご活用ください。
２．第 54 回日臨技九州支部 医学検査学会（熊本市）のホームページがいよいよ開設されました。
http://jamt54kyushu.umin.jp/
4 月 1 日から演題募集開始です。皆様のご参加をお待ちしています。

● 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
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。

総務部： 熊本保健科学大学内
TEL:096-275-2268
担当：野中 喜久

広報部： 済生会熊本病院

FAX : 096-245-3172

E-mail：nonaka@kumamoto-hsu.ac.jp

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:http://kuma-amt.or.jp/

3 月 9 日より 新アドレス

https://kuma-amt.or.jp

平成 30 年度

第 12 回熊本県臨床検査技師会常務理事会 議事録

日

時： 平成 31 年 3 月 12 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、井島、田上、竹内、西村
欠席者： 逢坂
＜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）役員候補者選出委員の依頼あり
熊臨技関係 シティ FM 出演者

6/19 竹内技師（熊本医療センター）から大屋技師（熊本医療

センター）へ交代
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（冨田）
：ニュース版の発行･発送
・組織（竹内）
：特記事項なし
・渉法（逢坂）
：H31 年度賛助会員･発行誌広告募集中
・事業（井島）
：臨床検査報告会（3/9）検査技師 150 名参加。当日の資料を Web 上で公開可能か否か今
後検討する。
・学術（今田）
：「くまもと医学検査」発行済み。
第 51 回熊本県医学検査 座長決定。演題評価者の選定中。
九州支部医学検査学会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（部門企画） 遺伝子染色体・病理部門は合同開催とし、
メーカーによる講演を計画。
・生涯教育（大塚）
：H30 年度の熊臨技主催生涯教育推進研修会は 20 回で、全て日臨技の助成金対象と
なった。
・経理（田上）
：通常経理報告 平成 30 年度の会計監査を 4/14 に実施。
・特別事業（西村）：特記事項なし
3、熊本県医療保健福祉連携学会：2/24 県医師会館にて開催、済生会熊本病院 氏原亜紀技師発表。
4、熊臨技ホームページリニューアルについて：3/9 リニューアル済み。研修会等の申し込みも可能である。
5、表彰推薦委員会報告：会長賞、学術奨励賞および永年職務精励者表彰の候補者を選出。理事会で承認を
経て正式決定となる。
6、理事会開催について：平成 30 年度第 4 回理事会を 3/16 KKR ホテル熊本で行う。
7、医事功労者県知事表彰について：受賞者は山住浩介氏（公立玉名中央病院）工藤圭子氏（たがみクリニ
ック）。3/16 18 時より KKR ホテル熊本で祝賀会を開催予定。
8、その他 特になし
〈協議事項〉
1、平成 31 年度あじさいセミナーについて
6 月 15 日を候補として計画する。内容は例年通りとし、西山明美技師（あきた病院）と池田勝義技師
（熊本保健科学大学）に講演を依頼する。
2、平成 31 年度第 1 回理事会開催について
4 月 27 日（土）に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にて開催する。時間未定。
以上

平成 30 年度

第4回

理事会議事録

日 時： 平成 31 年 3 月 16 日（土）１６：００～１６：４５
場 所： KKR ホテル熊本 １階 有明
（〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町３−３１ 096-355-0121）
出席者：田中 信次、松本 珠美、野中 喜久、大塚 幸二、富田 文子、逢坂 珠美、田上 さやか、
今田 龍市、井島 廣子、西村 仁志、石橋 浩三、山住 浩介、渡辺 正剛、麻生 靖子、
外口 憲一郎、宇佐美 祥子、上尾 早紀、山口 勝利、片山 卓也、上原 正信、原田 精一
欠 席（委任状）：福吉 葉子、竹内 保統、津田 勉、園田 敏雅、石本 哲人、岡崎 孝憲、
中島 みどり、田上 圭二、柿本 裕一、岩崎 晃史、嶋原 裕美
（順不同）
＜報告事項＞
１．会長報告 ：
熊臨技関係：医療保健福祉連携学会（2/24） 医事功労者県知事表彰祝賀会（3/16） 肥後医育会（3/18
KKR ホテル熊本）
日臨技・九州支部関係：2019 年度日臨技総会 役員候補者選出委員の依頼 技師教育の見直しに伴
う臨地実習生受入れ調査の依頼
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（富田）：経費削減のためニュース版のページ数、配送方法の見直しを実施した。
・組織（竹内）：会員名簿発行 次回は 2 年後を予定。
・渉法（逢坂）：平成 31 年度賛助会員・発行誌広告の募集中。
・事業（井島）：精度管理報告会（2/9）160 名参加 臨床検査講習会（3/9）約 160 名参加
・学術（今田）：部門長会議、「くまもと医学検査」発行、県学会・九州学会準備
・生涯教育（大塚）：本年度の生涯教育研修会の開催は 20 回で、日臨技へ登録および申請した。
日臨技からの助成金は約 70 万円。
・会計（田上）：通常経理報告、平成 31 年度予算案
・特別事業（西村）：日臨技認定事業として多職種連携、認知症研修会を開催した。
３. 第 51 回 熊本県医学検査学会（H31.5.26）担当 県南地区 場所 水俣市総合もやい直しセンター
学会長 麻生靖子技師（水俣市立総合医療センター）実行委員長 河野公成（水俣市立総合医療センター）
特別講演：坂本不出夫先生（水俣市立総合医療センター病院事業管理者）、文化講演：杉本肇氏（水
俣病資料館語り部、やうちブラザース）。学会前日イベントのうたせ船クルージングと懇親会のお知
らせを 4 月のニュース版にて案内する。ランチョンセミナー2 題（フクダ電子、セキスイ化学）は同一
会場で 30 分ずつ担当してもらう。一般演題は 20 題。
４．県知事表彰祝賀会 （3/16 18 時～ KKR ホテル熊本）
５．その他
特になし
＜協議・承認事項＞
１． 平成 31 年度事業計画案（生涯教育研修会計画含む）および予算案について
事業計画案は大きな変更はなく、例年通り。予算案は会費の値上げに伴う収入の増加、学術関連の
支出を増額して計画した。協議の結果、承認された。
２． 平成 30 年度表彰推薦委員会報告（会長賞、学術奨励賞、永年職務精励者表彰）について
会長賞は前一般検査学術部門長の松岡拓也技師（済生会熊本病院）、学術奨励賞はくまもと医学検
査に投稿した田中希歩技師（熊本赤十字病院）が候補者として推薦された。また、永年職務精励者
は、1963 年生まれで日臨技会員として 20 年以上の会員が対象で、今年度は 21 名が該当し、推薦さ
れた。いずれも承認され、総会開催時（5/26）に表彰する。
３． 日臨技九州支部医学検査学会（第 54 回）について
11/2-3 熊本城ホールにて開催する。学会長は田中信次熊臨技会長。学会ホームページを立ち上げ
たので、熊臨技のホームページとリンクさせる予定。趣意書をメーカーや職場に配布し、協賛金協

力をお願いしたい。特別講演は熊本慈恵病院蓮田先生に依頼しており、熊臨技企画として、地震や
コーチング関連の講演を予定している。一般演題登録を 4/1～5/31 とし、抄録〆切は 7/16 まで。130
題を目標。
４． その他
・理事の交代について
県南地区理事の柿本理事が退職、組織部の竹内理事が転勤により理事交代の申し出があった。柿本
理事の後任として井上博幸技師（熊本労災病院）が推薦され、協議の結果、残りの在任期間（H32
年度総会まで）を代行という形でお願いすることとなった。竹内理事の代わりは会長および副会長
が兼任する。

以上

平成３１年４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
平成 31 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３１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３１年５月２６日（日）１０：５０～１１：５０
場所：水俣市総合もやい直しセンター「もやい館」
（〒867-0005 水俣市牧ノ内 3-1
TEL 0966-62-3120）
総会当日は、議案書（第５１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 31 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 31 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
（同封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）
委任状提出期間 ；平成 31 年 5 月 8 日（水）～

18 日（土）

本来は議案書ともに委任状を同封すべきですが、今回は議案書がお手元に届くのに時間が
かかりそうなので、先に送付いたします。議案書は５月１日以降、熊臨技ホームページで公
開する予定です。また、従来通り学会抄録にもとじ込みます。ご面倒をおかけしますが、ど
うかよろしくお願いします。

平成 31 年 4 月吉日
会員各位
第 51 回熊本県医学検査学会
学会長

麻生

靖子

第 51 回熊本県医学検査学会 宿泊施設のご案内（再掲載）
前日から水俣に宿泊される方向けに宿泊施設の案内を再度掲載いたします。ご予約はお早
めにお願いします。
また、ご予約につきましては各自で行なっていただきますようお願い申し上げます。
［懇親会会場周辺］
・湯の児

海と夕やけ（懇親会会場）

湯の児 海と夕やけ

〒867-0009 熊本県水俣市大迫 1213
大部屋（4～5 名）：1 名あたり 8,640 円

至 津奈木

小部屋（2 名まで）
：1 名あたり 10,260 円
・湯の児温泉

昇陽館

〒867-0008 熊本県水俣市湯の児 4098-40

昇陽館

2～4 人部屋：1 名あたり 7,710 円
※1 名での利用の場合はプラス 2,000 円

至 水俣市街地

［水俣市街地］

もやい館

・スーパーホテル水俣

(学会会場)

〒867-0043 熊本県水俣市大黒町 1-1-38

水俣 IC

シングルルーム：5,980 円
ツインルーム：10,300 円
・ホテルサンライト

スーパーホテル

〒867-0045 熊本県水俣市桜井町 3-2-31
シングルルーム：4,950 円

ホテルサンライト

ツインルーム：9,000 円

※料金は全て税込表示。ホテルサンライトのみ朝食付きにする場合は別途 600 円必要。
【問い合わせ先】
国保水俣市立総合医療センター

臨床検査科

TEL：0966-63-2101（内線 261）
E-mail：minamata-sic09@cb.wakwak.com

原田 康治

平成 31 年 4 月吉日
会員各位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会長 田中 信次
第 51 回熊本県医学検査学会
学会長 麻生 靖子

第 51 回熊本県医学検査学会

ランチョンセミナーのご案内

下記要項にてランチョンセミナーを企画しましたので、ご案内します。
【日程】2019 年 5 月 26 日（日）

12：00～13：00

【第一会場】
12：00～12：30

① 『当直時に役立つ凝固検査の基礎知識』
協賛企業：積水メディカル化学株式会社

② 『危険な心電図の判読法～基礎から虚血性心疾患について～』 12：30～13：00
協賛企業：フクダ電子株式会社
今回のランチョンセミナーは 1 会場、2 演題続けて行います。
片方のみの申し込みは出来ませんので、ご了承ください。

ランチョンセミナーは事前申し込みとさせて頂きます。
4 月より入職された新人の方へのご案内もお願い致します。
学会会場近辺には飲食店はございませんので、出来るだけランチョンセミナーに
ご参加下さい。
参加希望の方は施設ごとに取りまとめの上、メールまたは FAX にてお申し込み
ください。折返し、受付確認済みのメールまたは FAX をお送り致します。

申し込み締め切りは 5

月 17 日（金）とさせて頂きます。

申込先：m2101kensa@yahoo.co.jp
問い合わせ先 国保水俣市立総合医療センター
TEL. 0966-63-2101（代）
臨床検査科 下野原 壮

第 51 回熊本県医学検査学会ランチョンセミナー申し込み

御施設名：
参加者名

貴施設 FAX 番号（
送信先

）
FAX：0966-63-6311
国保水俣市立総合医療センター
臨床検査科
下野原 壮 宛

平成 31 年 4 月吉日
会員各位
第 51 回熊本県医学検査学会
学会長

麻生

靖子

第 51 回熊本県医学検査学会 懇親会のご案内
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。

第 51 回熊本県医学検査学会の懇親会を下記の日程で開催します。
余興には地元水俣だけでなく全国的にも活躍する、今学会の文化講演講師 杉本肇様をリー
ダーとするコミックバンド『やうちブラザーズ』をお招きしております。ぜひこの機会にお
楽しみください。
ご多忙のことと存じますが、奮ってのご参加をお待ちしております。
謹白

記
【日時】平成 31 年 5 月 25 日（土）
【会場】湯の児

海と夕やけ

18：30～20：30（受付開始

17：45）

コンベンションホール

〒867-0009 熊本県水俣市大迫 1213
【会費】6,000 円
【送迎バス】詳細につきましては次ページをご参照ください。
＊懇親会への参加を希望される方は、施設名と氏名、件名に「懇親会申し込み」とご記入の
上、5 月 15 日（水）までに下記アドレスへ送信をお願いいたします。
また、懇親会会場までの送迎バスの利用を希望される方は、電話番号とどの地点で乗車す
るかについても明記してください。（電話番号は緊急時にのみ使用させていただきます。）

E-mail：minamata-sic09@cb.wakwak.com
＊熊本県臨床検査技師会ホームページの申し込みフォームからも申し込みできます。
（4 月 1 日～4 月３０日まで申し込みフォームが掲載されます）

【送迎バスの乗車場所・発車時刻】
もやい館
(学会会場)

［行き］
17：30

新水俣駅

（新幹線到着時刻 17：26）
↓
ローソン駐車場

新水俣駅

17：40

↓
懇親会会場

18：00 頃

［帰り］

スーパーホテル

懇親会会場
ローソン駐車場

21：00 頃

↓
ローソン駐車場
↓

ホテルサンライト

新水俣駅

※発車時刻はあくまでも目安ですので、5 分前には乗車場所にお集まりください。
利用者がバスの収容人数を超える場合や利用者がいない場合など、予約状況に応じて発車
時刻を変更する可能性があります。乗車場所の変更や利用を中止する際は、必ず事前にご
連絡いただきますようお願いいたします。
発車時刻が変更される際は、2 日前までに利用者様宛にメールにてお知らせいたしますの
でご確認ください。

【問い合わせ先】国保水俣市立総合医療センター

臨床検査科

TEL：0966-63-2101（内線 261）
E-mail：minamata-sic09@cb.wakwak.com

原田 康治

平成 31 年 4 月吉日
会員各位
一般社団法人熊本県臨床検査技師会
会長 田中 信次
第 51 回熊本県医学検査学会
学会長 麻生 靖子

～第 51 回熊本県医学検査学会 前日イベントのご案内～
第 51 回熊本県医学検査学会前日イベントとして、うたせ船クルージングを企画しました。
クルージングと太刀魚釣りをしながら船上で漁師料理を食べ、親睦を深めましょう！
皆様の参加をお待ちしています。
【日時】平成 31 年 5 月 25 日（土）
集合時間 10：45 分

出港 11：00

帰港 14：00 頃

荒天の場合は中止となりますので、ご了承ください。
中止の場合、参加者に個別に連絡致します。
【場所】芦北町漁協 熊本県葦北郡芦北町計石 2963
芦北 IC を降り最初の信号を左折し、2 つ目の信号を右折、次に花岡を左折する。
芦北町役場前を右折し、橋を渡り左折、その後道なりに進む。

芦北町漁協
計石港

【参加費】5000～6000 円程度 参加人数により変動しますのでご了承ください。
【その他】先着 20 名程度の定員となります。
詳細が決まり次第個別に連絡致します。
現地集合・解散となります。
参加希望の方は、施設名・氏名・携帯電話番号（中止の場合に使用）をご記入の上、

5 月 8 日（水）までに下記メールアドレスにお申込みください。
尚、件名に「うたせ船申し込み」とご入力ください。

申込先：minamata-sic09@cb.wakwak.com
問い合わせ先 国保水俣市立総合医療センター
TEL. 0966-63-2101（代）
臨床検査科 下野原 壮

2019年度日臨技九州支部医学検査学会（第54回）

一般演題募集要項

会期：2019年11月2日（土）・3日（日）
会場：熊本城ホール（熊本市中央区桜町）

Ⅰ. 一般演題募集について
1.

一般演題の申込、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、パスワードが必要ですので事前に確認して下さい。

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み下さい。

Ⅱ. 受付開始及び締め切り日
演題： 2019年4月1日（月） ～ 5月31日（金）
抄録： 2019年4月15日（月） ～ 7月16日（火）
Ⅲ.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（ JAMT：http://www.jamt.or.jp/）より、画面右
「会員専用ページ」をクリック。
2. 会員専用サイトには、会員 No、パスワードを入力しログイン。
※パスワードが不明な方は日臨技に再発行申請し、必ず本人のパスワードを使用して下さい。
問い合わせ先
日臨技事務局：℡（03）3768-4722

3.

日臨技会員メニューの「学会演題発表・査読」→「演題・抄録登録」をクリック。

4.

Step 1 学会の選択で「2019年度日臨技九州支部医学検査学会（第54回）」を選択
>>演題の新規登録をクリック。

5.

Step 2 利益相反（COI）の確認を入力・申請後 ＞＞次へをクリック。

6.

Step 3 演題の入力に関し必要事項を入力し ＞＞次へをクリック。

※メールアドレスは間違えのないよう正確に入力して下さい。
※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Step 5へ進みます。
※後日、演題名変更や抄録登録をする場合は Step 1から同じ手順で行って下さい。
7. Step 4 抄録の入力またはアップロードにて、抄録登録方法を選択し入力を行う。
※抄録は 26文字×18行×2段組 936文字以内で入力下さい。
※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）

は変更しないで下さい。
※末尾に連絡先を必ず入力して下さい。
8. Step 5 入力内容確認で抄録 PDFの確認をクリックし、内容確認して下さい。
確認後 ＞＞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。

≪日臨技会員以外の登録方法≫
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☑して入力して下
さい。
必要事項を入力後、「申請する」をクリック。申請を完了すると、パスワードを記載した申請受領メールが
自動送信されます。
会員専用ページ→「SSL暗号化通信する」に☑して→＞＞パスワード忘れた方
学会発表→非会員向け演題募集受付専用サイトログイン申請
（http://jamtjamtis.jamt.or.jp/jamtis/Apply/EndaiHappyoushaHikaiin.aspx）

2.

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に、取得した登録用パスワードでロ
グインし登録して下さい。
※演題登録方法は会員同様です。

Ⅳ. 注意事項
1.

一般演題発表について


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。



検査技師の資格を有し学校に在籍する学生、医療業界に籍を有する有資格の非会員は、会員外
扱いとなり 1演題につき 5,000円を申し受けます。



共同演者は筆頭発表者に準じ、医療業界に籍を有する非会員の場合、抄録掲載料として 1名につ
き 5,000円を申し受けます。なお、振込手数料は各自でご負担下さい。

※抄録掲載料の受付口座に関しましては、本学会ホームページよりご確認下さい。
2.

スライド作成・発表用スライドデータ受付に関しては、本学会ホームページより、ご確認下さい。

一般社団法人熊本県臨床検査技師会
〒860-0083 熊本県熊本市北区大窪1-6-3
担当：福吉 葉子
（事務所電話番号）Tel：096-324-8477
（事務所アドレス） E-mail: kumaringi@tos.bbiq.jp

2019 年 4 月吉日
会員各位
臨床微生物部門
部門長 磯﨑 将博

2019 年度第 1 回臨床微生物部門講演会のご案内
謹啓
陽春の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、今年度第 1 回目の講演会は京都橘大学の中村竜也先生をお招きし、下記内容で開
催いたします。年度初めで皆様お忙しいことと存じますが、お誘い合わせの上ご参加下さい
ますようお願い申し上げます。
謹白
記
日時：2019 年 5 月 11 日（土） 15：00～17：00
場所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟 4 階 第 4 講義室
プログラム
話題提供 15：00～15：30

座長 熊本労災病院 森口

美琴 技師

「栄研化学の製品ご紹介（仮）」
栄研化学株式会社 山口 重人 先生

特別講演 15：30～17：00

座長 天草地域医療センター 磯﨑

将博 技師

「Diagnostic stewardship ってなに？（仮）」
京都橘大学

健康科学部 臨床検査学科 准教授
中村 竜也 先生

講演会終了後、懇親会を開催いたしますので多数ご参加下さい。参加を希望される方は下記
メールアドレスまでお申込み下さい。
申込先メールアドレス：m.isozaki75@gmail.com

共催：熊本県臨床検査技師会、栄研化学株式会社

4 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

4 月研修会予定
一般検査研修会
専門-20

開催日時･会場
平成 31 年 4 月 11 日（木）
18：30～20:00

内
容
「尿定性検査の基礎と測定時の注意点」

連絡先：096-370-3111
熊本中央病院
中山 陽平
輸血細胞治療部門研修会
専門-20

熊本医療センター2 階ホール

講師：三枝 裕介先生
アークレイマーケティング株式会社

平成 31 年 4 月 13 日（土）
14：00～16：00

演題 1
輸血検査における精度保証について
太田 宇海先生
オーソ・クリニカル・ダイアグノススティック

連絡先：096-384-2111
熊本赤十字病院
吉田 雅弥
臨床血液部門研修会
専門-20

熊本赤十字病院
研修・研究センター

演題 2
医療法改正と輸血分野の考え方
天本 貴広技師
久留米大学医療センター

平成 31 年 4 月 23 日（火）
18：30～20：00

1. 血球計数器の原理について
清水 宏伸先生
BC 本部ヘマトロジーサイエンフィティックマネージャー

連絡先：096-384-2111
熊本赤十字病院 SRL
津田 勉
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
臨床生理部門研修会
専門-20

熊本医療センター2 階ホール
平成 31 年 4 月 25 日（木）
18：30～20：00

熊本医療センター
研修センター２階ホール

平成 31 年 4 月 25 日（木）
19：00～21：00

熊本大学医学部付属病院
カンファレンス室
連絡先：0965-33-4151
熊本労災病院
吉田 健一

2. 血液形態から解る、細胞機能とその役割
須田 正洋先生
元九州大学臨床検査技師長
講演 1
MSI-H を有する固形癌を適応とした
キイトルーダについて
大内 剛志先生
MDS 株式会社
講演 2
MSI 解析についてー偽陰性をなくすため
の注意点ー
白濱 秀也先生
SRL 株式会社
平成 30 年度精度管理調査解説勉強会
心電図：兼崎 太輔技師
熊本赤十字病院
肺機能：芳之内 達也技師
熊本大学医学部付属病院
筋電図：西村 康平技師
熊本機能病院
心エコー：岩山 義雄技師
桜十字病院
腹部エコー：緒方 佑仁技師
熊本市民病院
乳腺エコー：大町 佳子技師
日赤健康管理センター

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
熊臨技生涯教育委員会

平成31年5月～7月

熊本市
熊本市
熊本市
熊本市

臨床血液部門研修会
病理細胞部門研修会
臨床生理部部門研修会
輸血細胞治療部門研修会

①尿沈渣の基礎～血球・結晶・円柱編～
②熊臨技尿沈渣フォトサーベイ解説
第1回臨床微生物部門講演会
初心者のための心電図講座
第１回症例検討会
血球計数の変遷と血液検査のピットホール
１人でも怖くない はじめての血算～データの落とし穴～
輸血検査（血液型・交差適合試験）
血液ガス勉強会、ABI勉強会
尿沈渣の基礎②
生化学検査初心者講習会
検体の取り扱い
ピペットの取り扱い
分析装置の概要
分析パラメータと反応過程
メンテナンスと精度管理
検査データの見方
形態検査からわかる病態！～ワンランク上の標本判読を目指して～
第２回症例検討会
心エコー・腹部エコーハンズオンセミナー
輸血検査（不規則抗体）

熊本市

臨床微生物部門研修会

第2回講演会

検体検査

専門

20

熊本市
熊本市

臨床一般部門研修会
臨床血液部門研修会

穿刺液検査について
症例検討会Ⅰ（1～3）

検体検査
検体検査

専門
専門

20
20

5月9日 熊本市

臨床一般部門研修会

5月11日 熊本市
5月21日 熊本市
5月23日 熊本市

臨床微生物部門研修会
臨床生理部門研修会
病理細胞部門研修会

5月28日 熊本市

臨床血液部門研修会

6月未定 熊本市
6月未定 熊本市
6月13日 熊本市

輸血細胞治療部門研修会
臨床生理部門研修会
臨床一般部門研修会

6月15日又は
熊本市
22日

生物化学分析部門研修会

6月25日
6月27日
7月未定
7月未定
7月6日又は
20日
7月11日
7月23日

※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。

検体検査

専門

20

検体検査
生体検査
検体検査

専門
専門
専門

20
20
20

検体検査

専門

20

検体検査
生体検査
検体検査

専門
専門
専門

20
20
20

検体検査

専門

20

検体検査
検体検査
生体検査
検体検査

専門
専門
専門
専門

20
20
20
20

4 月の月間行事予定
4 月 7 日（日）子宮頚がん啓発活動
4 月 9 日（火）常務理事会
4 月 11 日（木）一般検査研修会
4 月 13 日（土）輸血細胞治療部門研修会
4 月 23 日（火）臨床血液部門研修会
4 月 25 日（木）病理細胞部門研修会
臨床生理部門研修会
4 月 27 日（土）理事会

