
平成 28 年 5 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 有村義輝 

九州支部生物化学分析部門長 池田弘典 

実務担当 中村 政敏 

 

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 9 回 生物化学部門研修会』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、日臨技九州支部卒後教育研修会 生物化学部門研修会を、下記のとおり鹿

児島県において開催するはこびとなりました。つきましては、各県会員の皆様の参加

をお待ちしております。 

記 

 

メインテーマ「掴め未来！～検査室から臨床へ～」 

主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 

担当：（一社）鹿児島県臨床衛生検査技師会 

日時：平成 28 年 9 月 17 日(土) ～ 18 日(日) 

会場：鹿児島市勤労者交流センター（よかセンター）8 階多目的ホール 

〒890-0053 鹿児島市中央町 10 番地  TEL  099-285-0003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム 

1 日目 9 月 17 日（土） 

11：00～          受付開始 

11：30～12：20   ランチョンセミナー 

          「未定」 株式会社 LSI メディエンス 

12：30～12：35   開会の挨拶 九州支部生物化学分析部門長 池田 弘典 

12：35～12：40   鹿児島県臨床検査技師会会長挨拶  有村 義輝会長 

12：40～14：00   Reversed-CPC（グループディスカッション） 

                     鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学  

                               山口 宗一 准教授 

14：10～15：10  特別講演Ⅰ                  座長 長門記念病院 濱野貴磨 技師 

「認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師になるためには！」 

産業医科大学 臨床検査・輸血部 早原 千恵 技師 

  

15：20～16：10 教育講演Ⅰ                 座長 陣内病院 井島廣子 技師 

「糖尿病関連検査と POCT」                  

   赤坂おけだ糖尿病内科 右田 忍技師 

 

16：15～17：05  教育講演Ⅱ          座長 佐世保市立総合病院 山田 昌博 技師 

「糖尿病医療チームにおける臨床検査技師のアクション」 

上ノ町・加治屋クリニック 金竹 茂純 技師 

 

17：10～18：00  教育講演Ⅲ            座長 宮崎市立田野病院 緒方良一 技師 

「ＮＳＴ活動における臨床検査技師の役割」 

 大分県立病院 宇留島 裕 技師 

 

18：30～20：00  懇親会 

 

20：10～21：40  ナイトセミナー           座長 聖マリア病院 佐竹 善誉 技師 

「ISO15189 取得に向けて」 

講演 1  ISO15189 認定取得これからなんです -正直焦ってます。不安いっぱいです- 

琉球大学病院 山内 恵 技師 

講演 2  ISO 取得への道 - 険しい道も一歩から -            

宮崎大学病院 守田 政宣 技師 

講演 3  ISO15189 形骸化からの脱却～求められるチーム力～  

          熊本大学病院 福吉 葉子 技師 

 



2 日目 9 月 18 日（日） 

9：00～9：30 モーニングセミナー 

     「血液ガス分析について(仮)」  ラジオメーター株式会社 

9：30～10：20 教育講演Ⅳ            座長 鹿児島大学病院  中村 政敏 技師 

     「臨床を知り、データを読む 

              ～手術室専任の検査技師という立場から～」 

 久留米大学病院 牟田 誠矢 技師 

10：25～11：15 教育講演Ⅴ         座長 鹿児島市医師会病院 有村 義輝 技師

「検査説明への取り組み」 

 佐世保中央病院 安東 摩利子 技師 

11：20～12：20 特別講演Ⅱ            座長 佐賀大学病院 池田 弘典 技師 

     「これからのあなたへ」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学  

                                    橋口 照人 教授 

12：20～修了式 

 

* 研修会へはノースーツ・ノーネクタイでご参加ください。 

* 必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。 

 

【受講料】 

 8,000 円 

【会場について】 

○研修会会場 

鹿児島市勤労者交流センター（よかセンター） 8 階多目的ホール 

〒890-0053 鹿児島市中央町 10 番地  TEL  099-285-0003    

鹿児島中央駅より徒歩 3 分。キャンセビル(イオン) 8 階。 

○ナイトセミナー・懇親会会場 

ホテルタイセイアネックス  

〒890-0053 鹿児島市中央町 4-32  TEL  099-257-1111 

研修会会場より徒歩 3 分。 

【宿泊について】 

ホテルタイセイアネックス 〒890-0053鹿児島市中央町 4-32  TEL  099-257-1111 

宿泊費 7,000円(朝食付き)  

宿泊ご希望の方については、お早めに申し込みをお願いいたします。 

 

 



【駐車場について】 

ホテルタイセイアネックスに宿泊の方は、ホテルの駐車場をご利用ください。 

また、会場提携駐車場（キャンセ駐車場）もございます。 

可能な限り公共交通機関をご利用ください。 

【懇親会について】 

懇親会費 5,000 円 

会場：ホテルタイセイアネックス 2 階 

【申込方法】 

1.日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)から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第 9回生物化学部門研修会を選択し、事前参加申請を押す。 

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。 

5.事務手続きのため、下記申し込み先に以下の項目についてメールにてご連絡下さい。 

①氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス 

 ⑧ランチョンセミナー参加の有無 ⑨宿泊の有無 ⑩懇親会参加の有無  

6. 折り返し受講料振込先等をお知らせします。 

 1 週間以上経過しても返信がない場合にはご連絡下さい。 

【募集人員】 

 100 名 

【締め切り】 

平成 28 年 8 月 31 日（ただし定員になり次第締め切ります） 

【申込・問い合わせ先】 

〒890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 8-35-1 

鹿児島大学病院 検査部 

TEL:099-275-5566 FAX:099-275-5565 

E-mail：masa0705@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp 

 

http://www.jamt.or.jp/
tel:099-275-5566

