
             年頭のご挨拶  
 
                      （社）熊本県臨床検査技師会 
                       会 長  瀧口 巌 
新年明けましておめでとうございます。 
 会員の皆様には益々ご健勝で明るい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 
昨年中の本会事業に対してのご協力に対し、深く感謝申し上げますとともに、本年も 
本会の活動に対してさらなるご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 さて、昨年の大きな出来事を振り返ってみますと、まずは南アフリカで行なわれた 
ＦＩＦＡワールドカップでの日本サッカーチームの活躍、それから尖閣諸島沖の中国 
船衝突事故、北朝鮮の韓国への砲撃、国内においては民主党政権への内閣支持率の低 
下で益々政治不信が高まった１年であったように思われます。 
 一方、熊臨技におきましては、従来の技師会活動を展開しながら、日臨技主催の生涯

教育研修会を生理研究班が担当して、「生活習慣病と生理機能検査」と題して開催しま

した。また、恒例となってきました学術部講演会を「呼吸器の臨床検査」としたテーマ

で実施しました。公益事業としては、「荒尾市健康福祉まつり」「熊本市健康フェスティ

バル」「糖尿病週間行事」「エイズ予防啓発活動」等など多くの活動を実施いたしました。

このような研究班活動や公益事業活動を支えていただいた方々あるいは参加していた

だいた会員の方々に、深く感謝申し上げます。 
 さて、今年は熊臨技において、たいへん重要で忙しい年になると思います。ご存知の

ように「九州医学検査学会」を熊臨技が担当開催することになりました。平成２２年７

月頃より、理事の方々を中心に準備委員会を設置し、少しずつ準備を進めてきました。

メインテーマを「ふれあい２０１１くまもと」サブテーマを「温故知新－なんさまきな

っせ」とし、開催日は平成２３年１０月１日(土)～２日（日）、会場を熊本保健科学大

学で実施することになりました。今後は特別講演・文化講演やシンポジウム、パネルデ

ィスカッション等、詳細な内容を決めていかなければなりません。会員の皆様の多くの

ご協力とアイデアをお願いいたします。なお広報の一環としてクリアファイルを作成し

ましたので、会員の皆様全員にお配りします。ご活用ください。 
 また、学会とは別に平成２０年度から検討を重ねてきました、新公益法人制度改革法

に基づく公益法人又は一般法人のいずれかの選択申請を平成２３年度中には実施した

いと考えています。当初は新公益法人化に向けて検討してきましたが、日臨技や九州各 
県技師会においては一般法人での申請が多くなってきていますので、熊臨技においても 
一般法人として申請に必要な資料を作成していきたいと思います。これらは会員の皆様

の多くのご指導とご協力が必要となりますので、どうかよろしくお願いいたします。 
文末になりましたが、皆様のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、年頭のご挨拶にい

たします。 



 
平成２２年度 第8回常務理事会 

 
  日 時 ： 平成２２年１２月７日（火）18:30 ～21：00 
 場 所 ： 熊臨技事務所会議室（移動会議「ダイニング和YA」） 
出席者 ： 瀧口、上原、原田、松本、小郷、田崎、中潟、徳永 
欠 席 ： 寺本、坂本、増永、田中 

＜報告事項＞ 
 １、会長報告；日臨技関係（全国学会募集延長、プロモーション委員会開催、障害保険、全国学会施設調査について

返答） 
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、地区懇談会（県学会時のゴルフ 菊水カントリー）    

・渉法（田中）；平成２２年度賛助会員の募集（広告募集方法について）、健康フェス反省 
   ・事業（池田）；精度管理調査について基幹４施設候補  
   ・学術（徳永）；学術委員会・班長会議、県学会への支援、医療・保健・福祉連合学会への協力、機関紙状況 
   ・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22年度前渡金について、会口座の管理について 
   ・特別事業（寺本）；新公益法人化への対応について 
３、第46回九州学会（熊本県担当）平成23年10月1日～2日、熊本市 熊本保健科学大学 

  （１）学会長：瀧口巌（日赤健康管理センター）、実行委員長：原田精一（城南病院） 
  （２）テーマ；「ふれあい２０１１熊本―温故知新 なんさまきなっせ―」 内容は検討中 学術部関連進行 
４、その他  

   
＜協議事項＞ 
１、平成22年度第2回総会(23年度予算総会)、施設連絡者会議、知事表彰受賞祝賀会について 

  （１）施設連絡責任者会議；平成２３年３月５日（土）14:30～同仁堂ホール 
（２）第2回総会（23年度事業計画･予算案等）、日程案；23年3月5日（土）16:00～、会場案；上記 

  （３）受賞祝賀会（知事表彰受賞者、未定 会場 ホテルキャッスル 19：000～＊18：00まで使用できない） 
２、第43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4月２４日(日)、担当；城北地区（会場；荒尾市） 
（２）学会長；西田吉一氏（公立玉名中央病院）、実行委員長；石橋浩三（荒尾市民病院） 

３、第44回県医学検査学会・平成24年度第１回総会開催計画（案） 
（１）日 時；平成24年4月23日(日)、担当；熊本市（場所；周辺地区を検討） 
（２）学会長；未定、実行委員長；未定 

４、平成22年度第４回以降の理事会開催予定について 
 （１）第４回 H23.2.26（土）15：00～ 熊臨技事務所 第5回H23.3.5（土）13：00～同仁堂ホール 
５、その他 
（１）第４回（平成22年度）熊本県医療・保健・福祉連合学会；H23.2.13（日） 
（２）表彰推薦委員会（県知事表彰候補者の変更；田崎氏→増永氏） 

以上 
 



熊本県学会前日レクレーション 

       荒尾市 万田坑 見学 のご案内  
 
日時：平成 23 年 4 月 23 日（土）13：45～(１時間程度)  
場所：荒尾市万田 200 番地２ 万田坑ステーション駐車場集合     
 
内容：14：00～ 定時のボランティアガイド（元炭鉱マン）による詳しい案内説明がきけます。 
   入坑料 大人 400 円  
    万田坑は、国の重要文化財に指定されている第二竪坑，巻揚機室、山ノ神祭祀施設

など、炭鉱のシステム（採炭,選炭,運炭）がわかる炭鉱施設として、日本で唯一の国指

定史跡です。現在世界遺産登録を目指して整備がすすんでいます。 
 
申し込み締め切り：平成 23 年４月 8 日（金） 
申し込み先：荒尾市民病院検査科（担当 堀澤） 
          FAX      0968－62－2319 
          メールアドレス kensa@hospital.arao.kumamoto.jp 
 

 
 

 
万田坑見学申し込み用紙 
 氏名 (        ）  所属連絡先〔                   〕 
 氏名 (           )    所属連絡先〔                   〕 
 



                               平成２３年１月吉日 
                              熊本県臨床検査技師会  
                                学会長：西田吉一 
                                組織部：坂本康弘    
 

第４３回熊本県医学検査学会 

宿泊・懇親会・ゴルフコンペのご案内 

 
新春のお慶び申し上げます。会員の皆様におかれましては、益々のご清栄の事と存じま

す。 
第４３回熊本県医学検査学会が、荒尾市で開催されます。前日のゴルフコンペと、宿泊・ 

懇親会のご案内を申し上げます。申し込みにつきましては、次回２月号のニュース版より

承ります。皆様多数のご参加御願い致します。 
 
 
宿泊   平成２３年４月２３日（土） 
     亀の井ホテル（全室シングルルーム） 
     1 泊・朝食付 ４８００円 
 
懇親会  まるよしホテル（亀の井ホテルより徒歩５分） 
     会費 ６０００円 
     駐車場３５台 ＊亀の井ホテルも駐車可 
 
ゴルフ  平成２３年４月２３日（土） 
     司菊水ゴルフ倶楽部（菊水インターより５分） 
     ７：５０集合  ８：２１スタート 
     １０，８００円程度（食事込み）  
 
               

荒尾市民病院   永瀬 
                 公立玉名中央病院 広瀬            

 

 



第4回熊本県医療・保健・福祉連携学会案内 

開 催 日 2011年2月13日（日） 

会  場  崇城大学市民ホール（熊本市民会館） 

受  付 9：00 ～ 

開 会 式 10：00 ～ 10：15 

講  演 10：15 ～ 10：55 

「地域連携の課題」 
ー過去3回の連携学会を通して見えてきたことー 

医療法人社団寿量会 熊本機能病院理事長米満 弘之 

休  憩 10：55 ～ 11：00 

基調講演 11：00 ～ 12：00 

「医療・保健・福祉連携を支える政策の動向」 
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 田中 滋 

昼  食 12：00 ～ 13：00 

分 科 会 13：00 ～ 15：00 

①地域医療連携部会 

②医療技術連携部会  

③地域リハビリテーション連携部会 

④居宅支援連携部会・介護サービス連携部会  

⑤子どもを取り巻く環境連携部会 

 

市民公開講座 15：15 ～ 16：30 

閉 会 式 16：30 ～ 

「時代の潮流の中で求められる地域連携」 

長崎国際大学 学長（前熊本県知事） 潮谷 義子 

 

詳しくは、県臨床検査技師会ホームページをご覧下さい。 

 

参加登録が必要です。参加費は技師会から補助致します。 

申込先：県学術部長 徳永 英博  熊本大学医学部附属病院病理部 

TEL＆FAX 096-373-7099＊登録締め切り平成23年1月28日 
 

氏  名 所  属 TEL 

   

   

   

 



平成２３年 １ 月吉日 
会 員 各 位 

超音波勉強会のご案内 
 

謹啓 時下、会員の皆様に置かれましては、益々ご清栄の事と存じます。 
前回、多数のご出席を頂きました超音波勉強会を開催する運びとなりました。 
近年、超音波医学の進歩は著しいものがあり、その特殊性・有用性に対応出来る豊富な知識と高度な

技術が求められています。そこで、超音波検査に携わっている技師・医師の方々のレベルアップをは

かり、お役に立てる情報を提供させて頂く場として、超音波専門医・指導医で、日本赤十字社熊本健

康管理センター副所長である三原修一先生による勉強会を開催いたします。 
ご多忙の時期と思いますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

 謹白 
記 

日 時 ： 平成 ２３ 年 １ 月  ２１  日（金） １９：００～ 
場 所 ： 熊本市流通団地 1 丁目 24 番地 TEL096-377-2091 

熊本市流通情報会館 ５階 第一研修室 
駐車場有（近隣 70 台・第 2 駐車場 150 台） 

参加費 ： 無 料 
    

【 講 演 】＜ もっと超音波！ ― 超音波検査の up to date ― ＞ 

 『 超音波検査のピットホール“がんを見逃さないために” 』 
講師：日本赤十字社熊本健康管理センター副所長 三 原 修 一 先生 

 
                         主催 アロカ株式会社 

共催 社団法人 熊本県臨床検査技師会 
 

 
【 超音波勉強会参加申込書 】 

平成２３年１月１４日(金)までに FAX でお申込ください 
申込先：アロカ株式会社 熊本営業所宛  FAX：(０９６）－３７０－５５８７ 

御問合せ先：アロカ株式会社 熊本営業所 TEL(096)-370-5688 

ご出席   名（複数ご参加の場合、人数をご記入ください） 

ご施設名                      

ご氏名                       



                    

エイズ予防啓発活動報告 

 
 今年で 3 回目となるエイズ予防啓発活動を今回も女性部を中心に、12 月 5 日（日）

下通りアーケード内で行いました。この活動は、日本臨床衛生検査技師会公益事業の

一つです。 
 STOP AIDS のパンフレット・熊本市保健所作成の性感染症に関する小冊子・ 
日臨技からの救急バンと油取り紙の 4 点セットをビニール袋に入れ、歳末商戦が始ま

ったばかりの下通りアーケード内 2 ヶ所で街頭配布いたしました。 
配布部数は午前・午後それぞれ 500 部、合計 1000 部でしたが、街中は、中・高校

生を始め若いカップルなどで人出が多かったこと、パンフレットのサイズを A4 から

A5 に変え荷物にならないようにしたこと、また、日臨技からの救急バン・油取り紙

が喜ばれたこともあり、あっという間に配布することが出来ました。 
当日、出動していただいた会員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜出動者＞ 
午前の部    10 名        午後の部    10 名 
 原田 精一（城南病院）        原田 精一（城南病院） 
 増永 純夫（熊本中央病院）      増永 純夫（熊本中央病院） 
 坂本 康弘（熊本赤十字病院）     松本 珠美（熊本保健科学大学） 
 林田 隆弘（県総合保健センター）   新屋敷 紀代美（熊本第一病院）        
 西山 明美（あきた病院）       工藤 圭子（熊本地域医療センター）           
 徳永 好美（熊本機能病院）       手蓑 京美（谷田病院）     
 新屋敷 紀代美（熊本第一病院）       黒木 由紀子（日赤健康管理センター）  
 工藤 圭子（熊本地域医療センター）  大町 佳子（日赤健康管理センター）  
 手蓑 京美（谷田病院）        村上 ゆり香（日赤健康管理センター）      
 中潟 順子（熊本回生会病院）     中潟 順子（熊本回生会病院） 
                       （担当 女性部会 中潟 順子） 



2～3月研修会予定表

2月21日 人吉市 人吉・球磨地区研修会（細菌） 検体検査 専門 20

2月22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

2月23日 天草市 第１０回天草地区研修会 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 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 八代市 城南地区研修会

未定 天草市 天草地区研修会（微生物） 検体検査 専門 20

3月

未定 熊本市 機能・神経生理研究班研修会（心電図＆EPS） 生体検査 専門 20

未定 熊本市 一般検査研究班研修会（ケーススタディ） 検体検査 専門 20

未定 天草市 天草地区研修会（免疫血清） 検体検査 専門 20

　＊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。
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