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柴犬
鹿児島から来たヨークシャーテリアののんちゃんでごわす。天草に嫁いで 3 年。前歯を失い、いつも舌が
ぺろんとでてる愛嬌バッグンのおばちゃんです。体格もよくなり最近の悩みは中年太り。大好きだった
お父さんのぽっこりお腹を目指してまだまだ成長中‼天国のお父さん、今日ものんちゃんは元気です。
天草地域医療センター祝原久香
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九州学会無事終了！ご協力ありがとうございました。
（この号が出る頃には九州学会が無事に終了していることを前提に書いています。）
ご協力いただいた皆様に大変感謝申し上げます。
次の担当は 8 年後となる予定です。今回の準備内容や反省点をしっかり引き継げるよう、もうしばらく九
州学会関連の会議は続く予定です。皆様からのご意見もお待ちしています。
第 52 回熊本県医学検査学会 演題募集中。
県学会の準備も進んでいます。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
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: 3 月 9 日より 新アドレス

https://kuma-amt.or.jp

令和元年度

第２回

理事会議事録

日 時： 令和元年 10 月 5 日（土）１４：００～１５：００
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
096-373-5706）
（〒860-8556 熊本市中央区本荘１−１－１
出席者：田中 信次、松本 珠美、福吉 葉子、野中 喜久、大塚 幸二、田上 さやか、今田 龍市、
富田 文子、逢坂 珠美、西村 仁志、麻生 靖子、上尾 早紀、宇佐美 祥子、中島 みどり、
津田 勉、岩崎 晃史、片山 卓也、原田 精一
欠 席（委任状）：井島 廣子、石橋 浩三、山住 浩介、渡辺 正剛、外口 憲一郎、
園田 敏雅、石本 哲人、田上 圭二、岡崎 孝憲、山口 勝利、嶋原 裕美、井上 博幸、
上原 正信
（順不同）

＜報告事項＞
１． 会長報告：日臨技・九州支部関係：検体採取等厚労省指定講習会（9/14-15 福岡市）九州地区最終
受講率 九州 74.7％ 熊本 76.2％
日臨技九州支部幹事連絡会議（11/1 熊本市）
熊臨技関係：玉名市民公開講座－CKD－（10/6 開催）
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）：ニュース版の発行および発送
昨年度から経費見直し 8 万円削減。今後、ペーパーレスも含めてさらに検討したい。
・組織（副会長）：特記事項なし
・渉法（逢坂）：市民健康フェスティバル（9/29）昨年度に比べ参加者減少
・事業（井島）：2019 年度制度保証研修会開催（8/3）
臨床検査精度管理調査（10/8 試料配布）参加申し込み 167 施設 報告会（2/8 予定）
・学術（今田）：部門長会議（2 回開催済）全国および九州支部医学検査学会座長推薦
熊本医学検査学会：最優秀演題賞、若手研究奨励賞表彰くまもと医学検査 4 編投稿予定
・生涯教育（大塚）： 生涯教育研修会等の開催、参加登録
・会計（田上）：通常経理報告
・特別事業（西村）：公益目的支出計画実施報告書の提出済み
ベッドサイド実践講習会、認知症対応力研修会開催済
３. 第 51 回熊本県医学検査学会（R1.5.26）担当 県南地区 場所 水俣市総合もやい直しセンター
学会長の麻生理事から報告あり。196 名参加。学会終了時まで参加者を集客させる工夫が必要。
４．2019 年度日臨技九州支部医学検査学会（R1.11.2-3）場所 熊本城ホール
2 日間で延べ 1000 人の参加者を目標。熊臨技企画①ノンテクニカルスキル体験では県内の施設お
よび県外、学生も参加し、総勢 120 名程度となる模様。県外からの発表者が少ないようなので、県
内施設からの参加を施設連絡責任者を通じて呼びかける。
５．第 52 回熊本県医学検査学会（R1.5.26）担当 県央地区 学会長 横山技師（熊本大学病院）
2020 年 5 月 24 日（日）熊本大学医学部医学教育図書棟 医学総合研究棟 3F で開催予定。テー
マおよび実行委員会は今後決定する。演題は 20 題を目標とし、受付期間を 10/20～12/28、抄録受付
を 1/4～1/31 とする。学会前日イベントを計画中。
＜協議・承認事項＞
１． 検査と健康展（11 月 30 日開催）について
昨年同様、イオンモール熊本で開催する。内容は血管年齢測定、骨密度測定、肝疾患に関する質
問・相談コーナー、乳がん触診、検査に関するパンフレット配布等を予定。スタッフはニュース版

で募集中。理事や近隣の施設からの協力要請の依頼あり。
２． 永年職務精励者および県知事表彰について
本来であれば、本理事会にて該当者の承認を得る予定であったが、表彰推薦委員会の準備が遅れ
ており、審議することが出来なかった。したがって近日中に表彰推薦委員会を開催し、推薦者をメ
ール等でお知らせするので、ご承認頂きたい。12 月には県へ該当者の書類を提出する。
れた。
３． その他
・ 最近、研修会への参加者が少ないようである。一方で、地理的に参加が難しいことも理解している。
執行部としては県内の細部まで情報が届いているのか、心配している。理事の方には、会員との橋
渡しとして積極的に介入していただきたい。今後、Web を使った会議や研修会の導入も計画したい。

以上

令和元年度 第 7 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 10 月 5 日（土）15：20 ～16:00

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、逢坂、井島、田上、西村
欠席者： なし
＜報告事項＞
1、会長報告；日臨技・九州支部関係：日臨技九州支部幹事連絡会議（11/1
熊臨技関係：玉名市民公開講座－CKD－（10/6 開催）

熊本市）

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）
：特記事項なし
・事業（井島）
：臨床検査精度管理調査（10/8 試料配布）
・学術（今田）
：「くまもと医学検査」論文募集
・生涯教育（大塚）
：特記事項なし
・経理（田上）
：通常経理報告
・特別事業（西村）：公益法人報告書提出済み
3、熊本市民健康フェスティバル 9 月 29 日 熊本市総合体育館
4、検査と健康展 11 月 30 日

昨年度に比べ参加者減少

ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 スタッフ募集中

5、その他
＜協議事項＞
1.

特になし

＜その他＞
・ 次回の日臨技九州支部医学検査学会に向けてマニュアルを作成することとした。引き継ぎ等がスムーズ
となるよう各自担当部分を作成する。対外的な部分も含めて（来賓の選定方法など）記録する。

以上

令和元年 11 月吉日

会員各位

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部支部長

佐藤 元恭

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部学術部長

百田 浩志

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部臨床検査血液部門長

津田 勉

（一社）熊本県臨床検査技師会臨床血液部門長

津田 勉

日臨技九州支部卒後研修会『第 31 回血液検査研修会』のご案内
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、日臨技九州支部卒後研修会
「第 31 回血液検査研修会」を熊本県で開催いたします。日常遭遇する造血器腫瘍を中心に鏡検実習を行い、
検査データ、細胞形態から疾患を読み解くスキルを身につける内容となっています。会員の皆様の多数の参加
をお待ちしております。

テーマ：『造血器腫瘍～形態診断のポイント～』
主

催：
（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部

担

当：
（一社）熊本県臨床検査技師会臨床血液部門

会

期：令和 2 年 1 月 25 日（土）12：00～18：00

26 日（日）8：15～13：00

会 場：熊本保健科学大学
参加資格：
（一社）日本臨床衛生検査技師会会員
募集人数：100 名

※定員になり次第締め切らせていただきます。

参加費：8,000 円（実習、テキスト、資料等含む）

※宿泊の手配は各自でお願いします。

情報交換会：ダイニングカフェ彩（熊本市役所 14 階）19：00～ 会費：5,000 円（バス代別 1,000 円）
※情報交換会参加で、バスを使用しない方は会費 5,000 円のみです。
申込方法：日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp/）より申し込んでください。
登録方法：①日臨技ホームページから会員専用ページにアクセスする。
②行事日程→事前参加申込→日臨技九州支部卒後研修会第 31 回血液検査研修会を選択する。
→事前参加申請を押す。
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受付完了のメールが届く。
※バス利用の有無（情報交換会参加者がご利用できます。）
1 日目：1/25 熊本保健科学大学→熊本市民会館(18:10 出発予定)
2 日目：1/26 熊本市民会館→熊本保健科学大学(7:45 出発予定)
※日臨技 HP より申し込みできない方は、下記宛てにメールでお問い合わせください。
問合先：熊本大学病院 中央検査部 山本 紀子 Mail：noriko-yama@kuh.kumamoto-u.ac.jp
申込締切：令和元年 12 月 10 日（火）（定員になり次第締め切らせていただきます）
入金締切：令和元年 12 月 10 日（火）※情報交換会参加の方でバスを使用される方は参加費と合わせて 14,000
円ご入金下さい。※バスを利用されない方は 13,000 円ご入金下さい。
入 金 先： ゆうちょ銀行 総合口座 記号 17100 番号 38161631
(他金融機関からの振込みの場合) 【店名】七一八(読み ナナイチハチ)
【店番】718

【預金種目】普通預金 【口座番号】3816163

口座名：日臨技九州支部血液卒後教育セミナー 会計 吉野 美香

プログラム
【1 日目】1 月 25 日（土）12:00～18:00
12:00～12:30

受付（熊本保健科学大学）

12:30～12:50

開講式 オリエンテーション

12:50～15:00

鏡検実習 8 症例

15:00～15:10

休憩

15:10～18:00

症例解説

18:10～

バスへ移動 ※バス利用者のみ

19:00～

情報交換会(於 熊本市役所 14 階ダイニングカフェ彩)
熊本市中央区手取本町 1-1（熊本市役所 14 階） TEL 096-328-2954

【2 日目】1 月 26 日（日）8:15～13:00
8:15～ 8:30

受付（熊本保健科学大学）

8:30～11:30

学術教育講演

座長：牟田 正一 国立病院機構 別府医療センター
津田 勉

熊本赤十字病院エスアールエル検査室

講演Ⅰ『末梢血液像観察のポイント』
講師：池田 栄一郎 技師 佐世保市総合医療センター
講演Ⅱ『造血器腫瘍における形態診断のポイント』
講師：松本 恵美子 技師 国立病院機構 都城医療センター
講演Ⅲ『造血器腫瘍における生化学検査の見方・考え方』
講師：山内 露子 技師 熊本大学病院
11:30～11:40

休憩

11:40～12:40

特別講演

『がんプロファイリング検査の現状とこれから』
座長：逢坂 珠美 技師 熊本中央病院
講師：熊本大学大学院生命科学研究部臨床病態解析学分野 教授 松井 啓隆先生
12：40～13：00

閉講式

2019 年 9 月吉日
会員各位
（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 支部長
（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 学術部長
九州支部 輸血細胞治療部門長
実務担当

佐藤
百田
立川
富松

元恭
浩志
良昭
貴裕

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 18 回輸血検査研修会』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。
この度、標記輸血検査研修会を下記の要領にて開催致します。
つきましては、九州各県からの会員の多数のご参加をお待ちしております。
また、申込み希望の方は、下記の「申込み要領」をご参考の上、参加登録をお願い致しま
す。

記

メインテーマ「めざそう！輸血のスペシャリスト」
～輸血チームの一員としての検査技師～」
日程：2020 年 1 月 25 日（土曜日）～26 日（日曜日）
会場：大分県中小企業会館
（〒870-0026 大分県大分市金池町 3 丁目 1-64
日本文理大学医療専門学校
（〒870-0397 大分県大分市一木 1727

℡

℡

097-536-3299）

097-524-2857）

主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部
後援：日本輸血・細胞治療学会九州支部会
担当：（公社）大分県臨床検査技師会

輸血細胞治療部門
以上

【申込み要領】
○定員

：講義（25 日のみ）

100 名

講義+実技（25 日、26 日）
A－基礎コース
20 名
B－応用コース
20 名
※登録方法に於いて、講義（25 日）のみ参加、講義+実技（25 日、26 日）参加
で行事コードが異なりますのでお申し込み時にご注意下さい。
○参加費

：講義のみ ：
講義+実習 ：

3,000 円
15,000 円

：講義のみ
専門 20 点
講義+実技 専門 30 点
認定輸血検査技師申請資格審査基準 5 単位

○取得単位：生涯教育点数

○申込み期限：2019 年 11 月 30 日
○申込み方法：日臨技ホームページ、研修会事前登録より申し込んで下さい。
○登録方法

：①日臨技ホームページ→会員専用ページにログインする。
②参加申請の事前参加申込より九州支部卒後教育研修会
第 18 回輸血検査研修会を選択し、事前登録を押す。
③必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。
登録完了
④登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。

※諸事情により日臨技ホームページより申し込みができない場合は、下記の
申込み用紙を利用し、郵送で事務局に申込みをして下さい。
○入金先

：入金先：九州労働金庫 大分支店
普通預金口座番号： 6531960 店番号：905
口座名：第 18 回輸血検査研修会 事務局 富松貴裕

○宿泊は、各自手配をお願い致します。
〇意見交換会：別紙にてお知らせ致します。
〇事務局：〒870-8511 大分県大分市大字豊饒 476 番地
九州支部卒後教育研修会 第 18 回輸血検査研修会事務局
大分県立病院
輸血部
富松 貴裕 宛
（TEL（代表）：097-546-7111（内線 7204）
FAX：097-546-7400 ）
E-mail：yuketsubu@oitapref-hosp.jp

九州地区卒後教育研修会
第 18回 輸血検査研修会 申込み用紙
漢字

ふりがな

１．受講者氏名
＜部署名＞
２．勤務先名
３．勤務先住所 〒

県 （市以降の住所は下記へ）
市

４．勤務先電話番号

（内線

）

５．勤務先ＦＡＸ
６．技師会会員番号

技師会所属県

７．技師勤務年数

年

輸血検査経験年数

８．
（添付可能）Ｅ-mail
※

年

＠

ℓ(エル)と数字の 1、0(ゼロ)とＯ(オー)、
「－」(ハイフン)、
「＿ 」
(アンダーバー)などを 区別して記載して下さい。添付可能なメール
アドレスの記載をお願い致します。

９．研修コース
（
（ ）講義のみ

）に〇をつけて下さい。
（ ）Ａ-基礎コース （

）Ｂ-応用コース

10.実習会場への貸切バス（JR 大分駅から文理大学往復）の利用
用の有無 （
11．意見交換会

12．2日目の昼食

有

（

参加希望
（

・

無

利

）

）に〇をつけて下さい。会費は当日徴収いたします。
（

希望の有無

※

県

参加

・

不参加）

）に○をつけて下さい。お弁当代は当日徴収いたします。
（

希望

・

不要）

全ての記載が確認できないと、受付登録できない事がありますので、ご注意下さい。

プログラム
1 日目：1 月 25 日（土）

大分県中小企業会館

6 階大会議室

受付
開講式

12：20～13：00
13：00～13：15

Ⅰ

13：15～15：50

講演
講演 1

Ⅱ

Ⅲ

『スペシャリストへの道 ～血液型・不規則抗体検査の基礎～』
久留米大学医療センター 臨床検査室
天本

貴広

講演 2

『自己抗体保有患者における検査の進め方・輸血の選択について』
都立駒込病院
輸血細胞治療科
森山 昌彦

講演 3

『輸血療法におけるチーム医療』
東邦大学大森病院
輸血部

講演

奥田

誠

16：00～18：00

講演 4

『大量出血の救命失敗と輸血過誤：左脳の世界 右脳の世界』
九州ブロック血液センター
入田 和男

講演 5

『

在宅輸血の現状 』
やまおか在宅クリニック

山岡

実習説明

憲夫

18：00～18：20
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2 日目

Ⅳ

1 月 26 日（日）

日本文理大学医療専門学校

実技

9：00～14：00

A：基礎コース
1. 血液型検査

B：応用コース
1.血液型検査

Ⅴ

実習室

2.抗体検査

3.カラム凝集法

2.抗体検査（PEG 吸収など）

実技研修解説

閉会式

3.カラム凝集法

14：00～15：00

修了証書授与

15：00～15：20

5/7

大分県中小企業会館への交通アクセス
【1 月 25 日（土） 講義会場（6 階大会議室）】

〒870-0026

大分県大分市金池町 3 丁目 1-64

℡

097-536-3299

・JR 利用：大分駅から徒歩１０分
・バス利用：バスで約３分＋徒歩約１分
【乗車場所】大分駅前③（明野・上野・元町経由・１０号線方面）バス停
【路線】大分バス１２系統（古国府循環行）、E３０系統（パークプレイス公園
行）、E６１系統(けやき台行）、E１５系統（滝尾循環行）、F３１系統(敷戸団
地（星和台）行）、E4１系統明野団地（大分高校）行、E７０系統宮河内ハイラ
ンド行など
【下車場所】顕徳町バス停

※当会場には駐車場がありません。
お車でお越しの方は周辺の有料駐車場をご利用下さい。
※当会場は飲食不可となっています。
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日本文理大学医療専門学校への交通アクセス
【1 月 26 日（日） 実習会場】

〒870-0397

大分県大分市一木 1727 ℡ 097-524-2857
JR 日豊本線『大在』駅より車で約 5 分
東九州自動車道『大分宮河内 IC』から車で約 10 分
※当日、JR 大分駅より実習開始時間に合わせ貸切バス（往復）を運行
致します。他県より JR 等にてお越しの参加者はご利用下さい。
7/7

令和元年 10 月吉日
会員各位
臨床微生物部門
部門長 磯﨑 将博

第 2 回臨床微生物部門講演会のご案内
謹啓
秋冷の候、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 2 回目の講演会は亀田総合病院の大塚喜人先生と藤田医科大学の鈴木大
介先生をお招きし、下記内容で開催いたします。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：令和元年 11 月 16 日（土） 14：00～17：00
場所：熊本医療センター 地域医療研修センター研修室 2
内容
話題提供 1 14：00～14：20
「Syndromic Approach －臨床症状別アプローチ－ 《FilmArray を用いた迅速診断》」
ビオメリュー・ジャパン株式会社 藤吉 章雄 先生
特別講演 1 14：20～15：20
「感染症診断 6 本勝負！」
藤田医科大学 医学部 感染症科 鈴木 大介 先生
休憩 20 分
話題提供 2 15：40～16：00
「迅速発育性抗酸菌の同定と薬剤感受性試験」
極東製薬工業株式会社 酒井 静香 先生
特別講演 2 16：00～17：00
「Corynebacterium 感染症の病態と検査」
亀田総合病院 臨床検査部

臨床検査管理部長 大塚 喜人 先生

共催：熊本県臨床検査技師会、極東製薬工業株式会社、ビオメリュー・ジャパン株式会社

令和元年 11 月吉日
会員各位
臨床微生物部門
部門長 磯﨑 将博

第 3 回臨床微生物部門講演会のご案内
謹啓
向寒の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、第 3 回臨床微生物部門講演会を下記の日程にて開催いたします。年末のお忙しい
折とは存じますが、皆様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：令和元年 12 月 7 日（土） 14：00～17：00（13：30～受付）
場所：熊本大学病院 医学教育図書棟 3 階第 2 講義室

内容
特別講演
「臨床微生物検査の最新トピックス 2019」
東京医科大学 微生物学講座 教授 大楠 清文 先生
その他、話題提供や一般演題も予定しております。皆様のご参加をお待ちしております。

講演会終了後に、
大楠先生を囲んで懇親会を開催いたします。
奮ってご参加をお願いします。
参加申込は磯崎（m.isozaki75@gmail.com）までお願いします。

共催：熊本県臨床検査技師会、ベックマン・コールター株式会社

令和元年 12 月吉日
会員各位
臨床一般部門
部門長 中山 陽平

2019 年度尿沈渣研修会のご案内
今年も毎年恒例の尿沈渣研修会を開催します。例年、「見たい成分が見られなかった…」
「標本がイマイチだよね…」「質問したいけど恥ずかしい」といった声が聞こえてきます。
そこで、新しい試みとして、研修会を午前、午後に分けることで少人数の実習とし、用意し
た検体で標本を作製するところからみなさん自身でやって頂こうと思います。また、合間に
ミニレクチャ―を交えながら実習を行っていきます。より実践的で、日常業務に役立つ実習
にしたいと考えていますので、皆さんの参加をお待ちしています。

記
【日時】令和 2 年 1 月 19 日（日） 午前の部：9:00～12:00（受付 8:30～）
午後の部：13:30～16:30（受付 13:00～）
【会場】熊本保健科学大学 〒861-5598 熊本県熊本市北区和泉町 325
【定員】60 名（午前の部 30 名、午後の部 30 名）※先着順
【参加費】会員 1,500 円

非会員 3,000 円

【申込み期間】令和元年 12 月 2 日（月）～令和 2 年 1 月 13 日（月）
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。
【申込み方法】
Eメールにて件名を「熊本県尿沈渣研修会申込み」とし、下記の内容(①～⑧)を記載し
送信して下さい。
①氏名
⑤日臨技会員番号 or 非会員
②所属施設
⑥メールアドレス
③所属施設の住所
⑦希望実習時間（午前､午後､どちらでも可 を記載）
④所属施設の電話番号
⑧一般検査の経験年数
【申込みメールアドレス】

ippankensa.kumamoto@gmail.com

【申込みに関しての注意事項】
・申込み後、後日確認メールをお送り致します。
・希望実習時間は必ず記載して下さい。 ※先着順です。
・申込みは、1 メールにつき 1 名とします。
・参加費は当日お支払い下さい。

問い合わせ先：熊本中央病院 検査科 中山陽平
E-mail: kensa@kumachu.gr.jp
TEL:096-370-3111 (内線 2506)

令和元年 11 月吉日
会員各位
臨床血液部門 2 月度研修会アンケートについて
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。
さて、10 月 29 日（火）に予定していた臨床血液部門の月例研修会ですが、講
師の先生との予定が合わず、急遽、延期となり大変申し訳ありませんでした。
この度、日程調整がつきましたのでご連絡致します。
研修会を開催するにあたり、“皆様のご施設における血液検査の日常業務での
お困り事、講演会で希望する事等”をアンケートさせて頂きたいと思います。
各ご施設で意見をまとめて頂き、下記メールアドレスまでご連絡お願い致しま
す。

謹白
記
日 時：令和 2 年 2 月 25（火）18:30～
場 所：熊本医療センター2 階研修ホール
演題名：「血液検査の基礎と応用（仮）」
講 師：志賀 修一先生（元京都大学医学部附属病院検査部技師長）
※アンケート期限：令和 1 年 12 月 27 日（金）
問い合わせ先：熊本赤十字病院エスアールエル検査室
Male：tsutomu.tsuda@miraca.com
（TEL 096-384-2111）

津田勉

令和元年 11 月吉日
熊本県臨床検査技師会
県南地区会員各位
一般社団法人

熊本県臨床検査技師会
会長 田中 信次
県南地区理事 麻生 靖子
県南地区理事代行 井上 博幸

令和元年度 第 2 回 県南地区研修会のご案内
謹啓 晩秋の候、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喜び
申し上げます。
令和元年度第 2 回県南地区研修会を下記の通り開催いたします。緊急検査や
当直当番時に欠かすことのできない血液ガスの基礎生理学と測定データの読み
方を解説していただく予定です。
お忙しい中と存じますが、万象お繰り合わせのご出席を賜りますようお願い
申し上げます。
謹白

記
日時：令和元年 11 月 28 日（木）18：30～20：00
場所：国保水俣市立総合医療センター

西館 6 階

講義室

講演：「血液ガスのデータを読もう！」
講師

ラジオメーター株式会社
営業支援室

三沢

泰一

先生
以上

※病院駐車場をご利用の方は、会場まで駐車券をお持ちください。
【問合わせ先】

国保水俣市立総合医療センター 臨床検査科 麻生 靖子
TEL 0966-63-2101(内線 8250)

令和元年度熊本市民健康フェスティバル活動報告
渉外法規部 逢坂珠美

熊本市民健康フェスティバルが 9 月 29 日に開催されました。前年度同様 1 日開催、会場は熊本市総
合体育館の大体育室で行われました。当技師会は、血管年齢測定、肝疾患コーディネーターによる
肝炎の啓蒙・相談、臨床検査技師職業紹介コーナーの 3 ブースを設け、16 名のスタッフに出動頂き
ました。どのコーナーも盛況で何よりでした。ご協力頂いた皆様に感謝いたします。
日
時：令和元年 9 月 29 日（日）10：00～16：00
会
場：熊本市総合体育館 大体育室
来場者数：①血管年齢測定検査
450 名
②肝疾患コーディネーターによる肝炎の啓蒙・相談
112 名
③臨床検査技師職業紹介 13 名

【出動者】
受付・誘導
血管年齢測定

逢坂 珠美（熊本中央病院）
新屋敷 紀美代（熊本第一病院）
紫垣 まどか（熊本中央病院）
片山 佳那子（熊本赤十字病院）
野口 桃子(熊本大学病院)
肝疾患コーディネーターによる肝炎の啓蒙・相談
今田 龍市（くまもと森都総合病院）
久原 春代（熊本保健科学大学）
臨床検査技師職業紹介 田中 信次（日赤健康管理センター）

大塚
小山
野中
橋向
古家

幸二（熊本赤十字病院）
美佐子（熊本中央病院）
喜久（熊本保健科学大学）
圭介（熊本大学病院）
茉由夏(熊本大学病院)

小郷 美紀生（済生会みすみ病院）
萩尾 美恵(菊池郡市医師会立病院)
松本 珠美（熊本保健科学大学）

玉名市民公開講座 ～CKD（慢性腎臓病）～ 活動報告
県北地区理事
山住 浩介
日 時

２０１９年１０月６日 （日）

会 場

玉名市民会館

【共 催】
【協 力】

玉名市・玉名郡市医師会・中外製薬株式会社
熊本県臨床検査技師会

市民公開講座

司会

第1会議室

松田 浩史 先生 公立玉名中央病院 糖尿病内分泌科 部長

「糖尿病性ってどんな病気？ーその対策についてー」
古川 昇 先生
熊本大学大学院 生命科学研究部附属臨床医学教育研究センター
准教授
司会

閌 健博 先生 公立玉名中央病院 腎臓内科 部長

「健康長寿を目指してCKD（慢性腎臓病）について学ぼう！」
桒原 孝成 先生
熊本大学大学院 生命科学研究部 腎臓内科学
講師
みんなで健康チェック！

血圧・血糖・検尿（蛋白）
口腔健診
受付・案内
検尿検査
血糖検査

山住
廣瀬
永野
中村

浩介
里子
裕美
祐子

先着１００名
先着 １５名

４８名 実施

公立玉名中央病院
鬼塚 志穂 公立玉名中央病院
公立玉名中央病院
玉名地域保健医療センター

第 11 回熊本県合同輸血療法委員会講演会プログラム
日時：令和元年１1 月２3 日（土）１４：００～１７：００
場所：熊本県庁 行政棟本館地下大会議室
＊例年、熊本大学病院で開催していた本会を今年度は「県庁 行政棟本館」開催となりました。
14:00～14:10

１．【 開会の挨拶 】

熊本県健康福祉部健康局 薬務衛生課課長

緒方

和博

14:10～15:30

２．【 一般講演 】
座長：国立病院機構熊本医療センター

血液内科部長

河北 敏郎

認定輸血検査技師

吉田 雅弥

① 「院内の安全な輸血体制の構築」
熊本赤十字病院

② 「手術室における学会認定・臨床輸血看護師としての活動」
済生会熊本病院

認定臨床輸血看護師

石工 ひとみ

③ 「院内輸血療法委員会活動報告」
山鹿市民医療センター
医療技術部臨床検査科長・外科医師

木下 浩一

④ 「血液センターからの情報提供」～供給体制の現状と課題
熊本県赤十字血液センター 学術情報・供給課

＜

岩根

一己

米村

雄士

末岡

榮三朗

休 憩 15 分 ＞

15:45～16:50
3．【 基調講演 】
座長：熊本大学病院 輸血・細胞治療部副部長

「在宅および小規模医療機関における輸血医療の支援体制」
佐賀大学医学部附属病院

臨床検査医学講座教授

16:5０～17:00
４．【 閉会の辞 】

熊本県赤十字血液センター

所 長

主

催

熊本県合同輸血療法委員会、熊本県健康福祉部

後

援

日本輸血・細胞治療学会九州支部会
熊本県医師会、熊本県薬剤師会、熊本県看護協会

井

熊本県臨床検査技師会、熊本県赤十字血液センター

清司

11 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

11 月研修会予定
天草地区研修会
専門-20

開催日時･会場
令和元年 11 月 8 日（金）
18：30～

連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
岩崎 晃史
輸血細胞治療部門研修会
専門-20

天草地域医療センター
健診センター2 階会議室

連絡先：096-384-2111
熊本赤十字病院
吉田 雅弥
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
県北研修会
専門-20
連絡先：0968-63-1115
荒尾市民病院
石橋 浩三
臨床微生物部門
専門-20

連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
磯崎 将博
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
臨床血液部門研修会
専門-20
連絡先：096-384-2111

令和元年 11 月 9 日（土）
14：00～16：00

熊本赤十字病院
研修・研究センター

令和元年 11 月 10 日（日）
10：00～12:45

熊本大学医学教育図書棟 4 階
第 3 講義室

令和元年 11 月 14 日（木）
18：30～
公立玉名中央病院
2 階 大ホール
令和元年 11 月 16 日（土）
14：00～17：00

熊本医療センター
地域医療研修センター研修室 2
令和元年 11 月 19 日（火）
18：30～20：00

熊本再春医療センター
新棟 2 階 会議室
令和元年 11 月 26 日（火）
18：30～20：00

内
容
「標準採血法ガイドライン改訂と凝固検査
のピットフォール」
講師：神谷 侑輝先生
積水メディカル株式会社
症例 1.
講師：徳永 さやか技師
人吉医療センター
症例 2.
講師：丸山 あゆみ技師
水俣市立総合医療センター
症例 3.
講師：岩崎 晃史技師
天草地域医療センター
甲状腺の研修会
講演 1.甲状腺エコー検査
講師：衞藤 美佐子技師
野口病院
講演 2.基礎知識・主疾患紹介・検査
データの見方等
講師：濵田 勝彦先生
田尻クリニック
「改めて学ぶ尿検査～尿定性検査の測定時
の注意点と装置の活用について～」
講師：三枝 裕介先生
アークレイマーケティング株式会社
特別講演 1
「感染症診断 6 本勝負！」
鈴木 大介先生
藤田医科大学 感染症科
特別講演 2
「Corynebacterium 感染症の病態と検査」
大塚 善人先生
亀田総合病院
「ALP、LD の IFCC 規格への切り替えに
向けての他生化学のトピック」
講師：未定
株式会社 LSI メディエンス
この凝固検査値おかしいかも？と思った時
に確認すべきこと
～凝固反応曲線の見方と対処法～

熊本赤十字病院 SRL
津田 勉
天草地区研修会
専門-20

熊本医療センター
研修センター
令和元年 11 月 27 日（水）
18：30～

連絡先：0969-24-4111
天草地域医療センター
岩崎 晃史

天草地域医療センター
健診センター2 階会議室

講師：神谷 侑輝先生
積水メディカル株式会社
「マイクロピペットを使った検査データの
信頼性を確保するために」
講師：岡田 久先生
関東化学株式会社

熊臨技「生涯教育講座研修過程」プログラム
令和元年12月～令和２年２月
月 日 場
12月7日
1月23日
1月25日
1月または2月未定
2月未定
2月未定
2月13日
2月25日

所

熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市

熊臨技生涯教育委員会
主

題

臨床微生物部門研修会
病理細胞部門研修会
臨床血液部門研修会
遺伝子部門研修会
臨床生理部門研修会
輸血細胞治療部門研修会
病理細胞部門研修会
臨床血液部門研修会

内

容

カリキュラム名称 区分 点数

講演会
講演会
日臨技九州支部卒後研修会（第31回血液検査研修会）
臨床医による講演
心電図・心エコー症例検討会
メーカー勉強会
熊本県精度管理調査病理細胞部門サーベイ報告
血液検査の基礎と応用（仮）

※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
検体検査
検体検査
検体検査
生体検査
検体検査
検体検査
検体検査

専門
専門
専門
専門
専門
専門
専門
専門

20
20
20
20
20
20
20
20

