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＜直近の行事・研修会等予定一覧＞宮臨技関係

開 催 日 行 事 ・ 研 修 会

12 月 18 日 日 第 54 回宮崎県医学検査学会

1月 21 日

1月 22 日

土

日

検査説明・相談ができる臨床検査技師

育成講習会

1月 26 日 木 第 2回日南・串間地区勉強会

2月 5日 日
これだけは知っておきたい宮臨技セ

ミナー

＊研修会の詳細および日臨技九州支部研修会、関連団体の

研修会等は、勉強会のお知らせをご覧ください。

宮臨技では平成 28 年 11 月 27 日（日）に全国「検

査と健康展」をイオンモール宮崎で開催いたしまし

た。今回は、376 名の来場者があり、心肺蘇生法、頸

動脈エコー、ヘモグロビン推測値、尿検査、AGE（体

内糖化度）測定等を体験していただき、がん予防啓発

や健康相談・栄養相談を実施いたしました。

第 54 回宮崎県医学検査学会を平成 28年 12 月 18 日

（日）に開催いたします。師走の忙しい時期とは思い

ますが、多くの会員の参加をお願いいたします。

プログラムおよび抄録を宮臨技ホームページに UP

しております。

平成 29 年 1 月 21 日（土）・22 日（日）に、昨年に

引き続き「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成

講習会」を開催いたします。是非ご参加ください。

平成 29 年 2 月 5 日（日）に「これだけは知ってお

きたい宮臨技セミナー」を開催いたします。臨床検査

技師として知っておきたい事を再確認していただけ

るものと考えております。特に新入会員の皆様には他

施設の会員と知り合いになる良い機会と思いますの

で是非参加していただきますよう、よろしくお願いい

たします。

宮臨技第４回常任理事会

第 54回宮崎県医学検査学会

会 期：平成 28年 12 月 18 日（日）

会 場：株式会社アステム（宮崎市江平中町 5-1）

プログラム：別紙参照

抄 録：宮臨技ホームページに UP しています、

ダウンロードしてください。

問合せ先：守田 政宣（宮崎大学医学部附属病院検査部）

E-mail: masanobu_morita@med.miyazaki-u.ac.jp

TEL : 0985-85-1870

宮臨技平成28年度第 4回常任理事会を平成28年

11 月 15 日（火）に開催いたしました。

《報告事項》抜粋

1）会長

＊平成 28年 9月 24 日（土）宮崎県プライマリ・ケ

ア研究会世話人会に出席した。

＊平成 28 年 10 月 7 日 (金) 日臨技九州支部幹事

会議・連絡会議に出席した。

＊平成 28 年 11 月 5 日(土)～7 日(月) 日臨技地域

ニューリーダー研修会に寺原理事が参加した。

2）事務局

＊受領文書 53件、公文書 12件（9 月 9 日以降）

3）庶務

＊会員の推移 471 名（11月 15 日現在）

4）会計

＊特記事項なし

5）組織

＊みやざき健康ふくしまつり 2016(報告)

肺機能 123 名、アルコールパッチテスト 200 名、

エコー体験 117 名、クイズ 266 名、アンケート 144

名の参加があった。



勉強会等のお知らせ

平成 28 年度検査説明・相談ができる臨床検査

技師育成講習会

平成 28年度第 2回日南・串間地区研修会

会 期：平成 29 年 1 月 21 日（土）・22日（日）

場 所：株式会社アステム

内 容：（詳細は別紙案内を参照）

参加申込締切：平成 28年 12 月 27 日（火）

問い合わせ先：学術担当理事

竹ノ内 博之 技師（宮崎大学医学部附属病院）

TEL 0985-85-9723

E-mail hitake@med.miyazaki-u.ac.jp

平成 28年度

これだけは知っておきたい宮臨技セミナー

会 期：平成 29 年 2 月 5日（日）

場 所：県立宮崎病院 3 階講堂

内 容：（詳細は別紙案内を参照）

参加申込締切：平成 29年 1月 31 日（火）

問い合わせ先：学術担当理事

寺原 孝弘 技師（済生会日向病院）

TEL 0982-63-1321

E-mail t.terabaru@hyuga.saiseikai.or.jp

日 時：平成 29 年 1 月 26 日（木）19：00～20：00

場 所：宮崎県立日南病院 2F 第 2会議室

内 容：『心電図のＡＢＣ』

（詳細は別紙案内を参照）

問い合わせ先：日南地区理事

岩満 由利子 技師（日南市立中部病院）

TEL 0987‐27-1178

E-mail yukami04112123@yahoo.co.jp

＊延岡地区研修会、小林地区研修会の報告、都城地区

研修会の申請を承認した。

6）学術

＊第 5回病理・細胞診研究班生涯教育研修会の申請を

承認した。

＊第 54 回宮崎県医学検査学会の一般演題は 9 題応募

があった。

《審議事項》抜粋

1）全国検査と健康展

準備状況の最終確認等を行った。

2）第 54 回宮崎県医学検査学会

教育講演の座長は日髙会長

一般演題の座長は研究班長に人選を依頼する

事前準備の担当と当日担当を割り振った

集合時間 9：00、受付開始 9：30

ランチョンセミナーの内容を検討

3）検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会

ランチョンセミナー実施の有無を検討

4）これだけは知っておきたい宮臨技セミナー

プログラムの確認、当日の役割分担を検討

5）日臨技九州支部幹事会および支部内連絡会議

平成 29年 2月 4日（土）に開催予定

参加者は、日髙会長、守田副会長、他

平成 28年度日臨技九州支部卒後研修会

臨床検査総合管理研修会

テ－マ：『災害時の臨床検査対応ついて考える！』

会 期：平成 29 年 1 月 21 日（土）12：30～18：00

会 場：熊本大学医学部附属病院

山崎記念館１階ホール

内 容：（別紙案内を参照）

問い合わせ先：熊本大学医学部附属病院

中央検査部 西村 仁志 技師

E-mail: h-nishimura@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp

日臨技九州支部卒後研修会

輸血伝達研修会

テ－マ：『輸血検査初級者への指導技術の標準化に向

けて』

会 期：平成 29 年 2 月 4日（土）5日（日）

会 場：長崎大学医学部 第 1講義室等

内 容：（別紙案内を参照）

問い合わせ先：

長崎みなとメディカルセンター市民病院

臨床検査部 松本 玲子 技師

E-mail：matsumoto_reiko@ncho.jp

テ－マ：『遺伝子検査をもっと身近に』

会 期：平成 29 年 2 月 11 日（土）13：00～17：50

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

内 容：（別紙案内を参照）

問い合わせ先：

天草郡市医師会立天草地域医療センター

検査部 磯﨑 将博 技師

E-mail: m.isozaki75@gmail.com

日臨技九州支部卒後研修会

第 2回遺伝子部門研修会



平成 28 年度に開催される検体採取等に関する厚

生労働省指定研修会の予定についてお知らせいたし

ます。

福岡会場（会場：純真学園大学）

平成 29 年 1 月 21 日（土）・22 日（日）

平成 28 年 11 月 4 日時点での指定講習会修了者は

27,340 名/会員数 59,404 名（46.0%）、九州支部会

員では 4,977 名/会員数 8,276 名（60.1%）です。

「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正による

「検体採取」及び省令追加された「嗅覚・味覚検査」

の業務実施に当たっては、臨床検査技師免許の取得

者に「厚生労働大臣が指定する講習会」の受講が義

務付けられました。

福岡会場での開催は、少なくなる可能性もありま

すので、早目に受講されますようご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。

異動等で所属施設が変更になられた方で、変更登

録が未実施の方は、各自で変更登録をお願いいたし

ます。

日臨技会員は日臨技会員専用サイトで会員情報の

変更や都道府県技師会の入退会ができます。

また、勤務先や自宅のある都道府県に関係なく都

道府県技師会を選択できるようになり、複数の都道

府県技師会に所属することもできます。

日臨技九州支部卒後研修会

第 28回血液検査研修会

日本動脈硬化学会

第 17回動脈硬化 教育ファーラム

日 時：平成 29 年 1 月 29 日（日）

場 所：宮崎観光ホテル

内 容：（詳細は別紙案内を参照）

参加費：3,000 円（医師以外の医療関係者）

宮臨技は、このファーラムを後援しています。

事前申し込み不要で、学会員以外も参加可能です。

（市民公開講座）

日 時：平成 29 年 1 月 29 日（日）14：00～16：30

場 所：宮崎市民プラザ オルブライトホール

内 容：（詳細は別紙案内を参照）

入場料：無料
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会

テ－マ：『骨髄系腫瘍の診断を極める』

会 期：平成 29 年 2 月 18 日（土）13：00～18：00

19 日（日）9：00～12：50

会 場：長崎大学医学部 第 2実習室

良順会館 2F ボードインホール

内 容：（配付済み案内を参照）

問い合わせ先：佐世保市総合医療センター

臨床検査室 池田 栄一郎 技師

E-mail: e-ikeda@hospital.sasebo.nagasaki.jp

その他のお知らせ

平成28年度 第21回日本神経生理検査研究会

全国研修会

日 時：平成 29 年 1 月 28 日（土）13：00～17：30

場 所：久留米大学筑水会館 （久留米市旭町 67）

内 容：（配付済み案内を参照）

問い合わせ先：生理学研究班 副班長

八木 和広 技師（潤和会記念病院）

TEL 0985-47-5555

E-mail kazuhiro_yagi@junwakai.com



求人募集
*お問い合わせは事務所まで！

募集を停止されている施設は

速やかにご連絡ください。

●求 人 先：宮崎市郡医師会臨床検査センター

所 在 地：宮崎市大坪西１－２－３

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

勤務時間：10：00 ～ 19：00（応相談）

業務内容：検体検査業務等

●求 人 先：三州病院

所 在 地：都城市花繰町３街区１４号

採用条件：臨床検査技師 パート職員

勤務時間： 8：30～17：00 の間 5 時間（応相談）

月 ～ 土 ４週７休

業務内容：主に生化学検査

●求 人 先：三州病院

所 在 地：都城市花繰町３街区１４号

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：月～金 8：30 ～ 17：00

土曜 8：30 ～ 12：30

４週７休

業務内容：主に生化学検査

●求 人 先：池井病院

所 在 地：小林市真方８７

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：00

土曜 8：30 ～ 12：00

業務内容：院内検査全般

●求 人 先：野尻中央病院

所 在 地：小林市野尻町東麓１１７６

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：平日 8：00 ～ 17：00

土曜 8：00 ～ 12：00

業務内容：院内検査、心電図、採血

超音波、眼底検査、MRI

（超音波、眼底、MRI は診療放射線技師も従事）

そ の 他：託児所あり

●求 人 先：（株）クリニカルパソロジーラボラトリー

所 在 地：鹿児島市城山２丁目２３－７５

採用条件：臨床検査技師 正規職員（ﾊﾟ ﾄーﾀｲﾑ可）

勤務地 ：宮崎県内（延岡、日向、小林、宮崎、串間）

勤務時間： 8：00 ～ 20：00

（勤務場所による、相談応）

業務内容：臨床検査全般

●求 人 先：県立延岡病院

所 在 地：延岡市新小路２－１－１０

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

平成 28 年 7 月 1 日～

勤務時間：平 日 8：30 ～17：15

業務内容：臨床検査業務全般

●求 人 先：県立宮崎病院

所 在 地：宮崎市北高松町５－３０

採用条件：臨床検査技師 臨時職員(産休代替) １名

平成 29 年 1 月 4 日～30 年 3 月 31 日

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：15

業務内容：臨床検査業務全般

●求 人 先：県立日南病院

所 在 地：日南市木山町１－９－５

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

平成 29 年 3 月 1 日～

勤務時間：平 日 8：30 ～17：15

業務内容：臨床検査業務全般



9:30

9:50

N o. 筆頭演者氏名 分野 一般演題（AM ) 所属 進行時間 座長

1 山脇 円華 cup-likeを認めたAM Lの1例 宮崎大学医学部附属病院 検査部 10:00

2 木村 しおり 当院で経験したデング熱の一症例 済生会日向病院 臨床検査室 10:12

3 岩﨑 早耶 当院で経験したたこつぼ型心筋症における心電図変化 宮崎大学医学部附属病院 検査部 10:24

4 濱松 香純 ステロイド治療にて完全房室ブロックが消失した心サルコイドーシス 宮崎大学医学部附属病院 検査部 10:36

5 中村 裕一 当院における経カテーテル的大動脈弁置換術（TAV I）の経験 宮崎市郡医師会病院 臨床検査科 10:48

研究倫理の基礎 ～患者データの取り扱いで注意すべきこと～ 宮崎大学 医学部 社会医学講座 研究倫理支援分野

スキャッタグラムから分かる事 ～異常細胞の見つけ方～ アボットジャパン株式会社

熊本地震でのＤＶＴ検診活動報告 臨床検査技師としての役割と貢献 宮崎市郡医師会病院

熊本地震でのDM AT活動について（仮題） 宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター

宮崎県DPAT先遣隊としての活動について 社会医療法人 同心会 古賀総合病院 看護部

熊本震災支援で見たこと・学んだこと・伝えたいこと
～DV T検診に参加して～

宮崎大学医学部附属病院 検査部

No. 筆頭演者氏名 分野 一般演題（PM ) 所属 進行時間 座長

6 佐多 章 質量分析装置導入が当院における微生物検査業務及び感染症診療へ与える影響 宮崎県立宮崎病院 臨床検査科 15:00

7 松浦 成美
C.D IFF Q U IK CH EKでCD抗原(+)、トキシン(-)を示した検体におけるBDマックス
CD IFFを用いた遺伝子検査の有用性

宮崎大学医学部附属病院 検査部 15:12

8 野﨑 裕史 輸血 輸血後感染症実施率の実態調査と実施率向上への取り組み 社会医療法人 泉和会 千代田病院 15:24

9 宮本 真由美 生化・免疫 μTAS W ako i30の導入効果 宮崎県立延岡病院 臨床検査科 15:36

15:48

細菌 細菌

緒方 良一

閉会式

シンポジウム 熊本地震での災害医療の現状と課題

13:20

司会

小牧 誠（宮崎市保健所）
杉尾 由季子（西都児湯医療センター）

上原 幸城 技師
上坂 浩司 技師

田中 勉 副看護師長

松浦 義論 病棟師長

武田 恵美子 技師

教育講演

11:00
司会

日高 忠良
岩江 荘介 先生

ランチョンセミナー
12:15

人選中

生理 生理

受付開始

開会式（開会宣言・会長挨拶）

血液 佐々木 高太郎

第54回 宮崎県医学検査学会

日時：平成28年12月18日（日）

会 場：株式会社アステム

参加人数：90名

第54回 宮崎県医学検査学会 プログラム



平成２8 年 12 月吉日

会 員 各 位

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

会 長 日 高 忠 良

担当理事 竹ノ内 博 之

平成 28 年度 日臨技、宮崎県臨床検査技師会主催

「検査説明･相談ができる臨床検査技師育成講習会」開催・受講について(お願い)

初冬の候、会員の皆様におかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素よ

り当県技師会活動にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。

平成19年12月28日付厚生労働省医政局長通知(医師及び医療関係事務職員等との間等での役

割分担の推進)で、検査説明について、医師等の指示の下に臨床検査技師も行うことができるが、主

に医師や看護職員のみで行っている実態があり、適切な業務分担により医師の負担軽減が可能にな

るとされました。

日本臨床検査技師会ではこの指摘をふまえて、臨床検査技師に検査説明･相談実施に必要な知

識及び技術を習得させ、もって臨床検査技師のチーム医療等への参画及び質的向上を図ることが有

用であると考え、全国各都道府県の企画担当者に対し集合教育を行い、平成 26 年度よりこの企画担

当者を中心に、全国共通カリキュラムを適用した日臨技、都道府県技師会主催「検査説明・相談がで

きる臨床検査技師育成講習会」を開催しております。

この度、第 2 回目の講習会を下記日程にて開催する運びとなりましたことをお知らせいたします。プ

ログラム内容は、検査技師の活躍の場を検査室内から検査室の外、より臨床に近いポディションに広

げるために必要なスキルを習得できるような構成となっております。本講演会開催の主旨にご賛同い

ただき、今現在検査説明等に従事されている方だけでなく、県内から多くの会員の皆様の参加をお願

いするところであります。

謹白

記

開催日時： 平成 29 年 1 月 21 日（土）～1 月 22 日（日)

開催場所： 株式会社アステム 宮崎営業所

参加対象者： 宮崎県臨床検査技師会 会員

参加費用： 10,000 円（修了証書発行料を含む）

参加申込み： 平成 28 年 12 月 27 日（火）までに申込み用紙にて申請

以上



平成 28 年度 「検査説明･相談ができる臨床検査技師育成講習会」

参加申込書

＊必要事項にご記入いただき、下記送付先にFAX または問屋便にて送付して下さい

申込締め切り： 平成 28 年 12 月 27 日（火）

送付先：宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部内

竹ノ内 博之 宛

FAX 番号： ０９８５－８５－９７２３ （直通）

施設名：

No 会員番号 氏 名 E-m ailaddress/連絡先

１

２

３

申込者が多い場合は、コピーしてお使い下さい



平成 28 年 12 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

日南・串間地区 地区理事

岩満 由利子

第２回 日南・串間地区研修会のご案内

謹啓

会員皆様方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。

さて、下記日程、内容にて第２回日南・串間地区研修会を開催いたします。

会員皆様ご多忙中とは存じますが、是非ご出席頂きますようお願い申し上げます。

また、研修会終了後、交流会を予定しています。 是非ご参加ください。

謹白

記

～研修会～

【日時】 平成２９年 １月２６日(木) １９：００ ～ ２０：００

【会場】 宮崎県立日南病院二階 第２会議室

【内容】 『心電図のＡＢＣ』

講演１．「虚血性心疾患の心電図」

宮崎大学医学部附属病院 検査部 尾方 美幸 技師

講演２．「不整脈心電図の実態」

宮崎大学医学部附属病院 検査部 鈴木 千代子 技師

※非会員の方は研修会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

～交流会～

【時間】 ２０:３０～

【会場】 こうの寿司 日南市岩崎 2-3-24 TEL 0987-22-4624

【会費】 3,000 円 （参加人数により増減します。）

※交流会に参加される方は施設ごとにとりまとめて、下記連絡先へ１月 20 日（金）までに

連絡ください。

日南市立中部病院 検査科 岩満 由利子

ＴＥＬ：０９８７－２７－１１７８ (検査科直通）

ＦＡＸ：０９８７－２７－２４７９ (管理事務所）

MAIL ： yukami04112123@yahoo.co.jp



平成 28年 12 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

会 長 日 髙 忠 良

平成 28 年度 これだけは知っておきたい宮臨技セミナー(新入会員研修会）のご案内

仲秋の候、皆さまにおかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、下記の通り平成 28年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナー(新入会員研修会)を計画致

しました。普段、当直等のみ従事されている方々も各検査項目の注意点の確認の内容となっておりま

すので、年始何かとお忙しいかと思いますがご参加いただきますようお願いいたします。

尚、ランチョンセミナーの準備の為、別紙参加申込書で FAX いただくか、連絡先寺原のアドレスま

でメールで参加申し込みをお願いたします。（申込締め切り：平成 29年 1月 31 日（火））

記

【日 時】 平成 29 年 2 月 5 日（日） 9：00 ～ 16：10

【場 所】 県立宮崎病院 3階 講堂 宮崎市北高松町 5番 30 号

【内 容】

司 会 守田 政宣（宮崎大学医学部附属病院） 神谷 英輝（小林市立病院）

講演 1.一般検査「一般検査とは」 9：00～ 9：40

講 師 高橋 敏裕（古賀駅前クリニック）

講演 2.輸血検査「輸血検査の基礎・注意点」 9：45～10：25

講 師 野崎 裕史（千代田病院）

講演 3.生化学検査「生化学検査の基礎と注意点」 10：30～11：10

講 師 緒方 良一（宮崎市立田野病院）

講演 4.細菌検査「細菌検査の基礎（グラム染色を中心に）」 11：15～11：55

講 師 篠﨑 寿好（宮崎江南病院）

～ランチョンセミナー（協賛メーカー：ロシュ・ダイアグノスティックス）～ 12：00～12：50

日臨技新入会員研修（ニューリーダー研修会・日臨技・日臨技連盟紹介・DVD） 13：00～14：00

講 師 寺原 孝弘（済生会日向病院） 花牟禮 富美雄（宮崎江南病院）

奥野 吉克（（株）ル・ベーシック）

講演 5. 病理・細胞診検査「病理検査と病理細胞診研究班活動について」 14：00～14：40

講 師 黒木 栄輝（宮崎大学医学部附属病院 病理部）

講演 6.血液検査「検査結果を考える」 14：45～15：25

講 師 佐々木 高太郎（都城健康サービスセンター）

講演 7.生理検査「宮崎の生理学検査の ABC」 15：30～16：10

講 師 岡次 恵美（西都児湯医療センター）

以上

※非会員については会費 3,000 円を徴収いたします。

〈連絡先〉

済生会日向病院 寺原 孝弘

℡ 0982-63-1321 FAX 0982-63-4370

Mail t.terabaru@hyuga.saiseikai.or.jp



平成 28 年度 宮崎県臨床検査技師会

これだけは知っておきたい宮臨技セミナー参加申込書

施設名

会員番号 氏名 会員番号 氏名

済生会 日向病院

検査室 寺原 孝弘 宛

FAX 0982-63-4370

申込締め切り：平成 29年 1 月 31 日（火）



平成 28年 11 月吉日

関係各位

日臨技九州支部 支 部 長 佐藤 元恭

日臨技九州支部 学術部長 南 惣一郎

臨床検査総合管理部門長 森 聖二

実務担当（熊本県） 西村 仁志

平成28年度日臨技九州支部卒後研修会 臨床検査総合管理研修会のご案内

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、支部卒後研修会の臨床検査総合管理研修会を、下記のとおり熊本県において開催するはこびとな

りました。つきましては、実務委員一同、会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。

記

メインテーマ【 災害時の臨床検査対応ついて考える！ 】

[主 催] 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 九州支部

[担 当] 一般社団法人 熊本県臨床検査技師会 臨床検査総合管理部門

[日 時] 平成 29 年 1 月 21日（土）12：30 ～18：00

[会 場] 熊本大学医学部附属病院 山崎記念館１階ホール

〒870-0839 熊本市中央区本荘1-1-1

[募集人員] 50 名 ※定員になり次第締め切ります。

[受 講 料] 3,000 円 (資料含む)

※受講料は研修会当日、受付にて徴収致します。

[申込方法] 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録より申し込んで下さい。

①日臨技ホームページに会員専用でログインする。

②参加申請の事前参加申し込みより「平成28年度日臨技九州支部臨床検査総合管理研修会」を選択し、

事前登録をクリックする。

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登録受付完了のメールが届きます。

※諸事情により日臨技ホームページより申し込みできない方は、下記問合せ先に、メールで申し込んで

下さい。

[締め切り] 平成 28 年 12 月 26 日（月） ※定員になり次第締め切ります

[問合せ先] 熊本大学医学部附属病院 中央検査部 西村 仁志

TEL: 096-373-5697 e-mail: h-nishimura@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp

※会員証での受付となりますので、必ず会員証をご持参してください。

※車でお越しの場合は、熊本大学医学部附属病院 駐車場 をご利用ください。



『日臨技九州支部 臨床検査総合管理研修会』

メインテーマ【 災害時の臨床検査対応ついて考える！ 】

【 プログラム 】

開催日：平成29年１月21日（土） 12：30～18:00

場 所：熊本大学医学部附属病院 山崎記念館１階ホール

（総合司会）西村 仁志（一般社団法人熊本県臨床検査技師会 臨床検査総合管理部門長）

12：30～ 受付

13：00～13：10 挨拶 佐藤 元恭（日臨技九州支部支部長）

森 聖二（日臨技九州支部臨床検査総合管理部門長）

＜ 講 演 ＞

13：10～13：50 （座長）森 聖二（長崎医療センター）

【 講演1 】 「熊本地震！災害復旧への取組み」

講師：河野 公成 技師 （熊本市民病院）

13：50～14：30

【 講演2 】 「熊本地震での臨床検査の災害対策地域連携について」

講師：池田 勝義 技師（熊本大学医学部附属病院）

14：30～15：10

【 講演3 】 「震災における糖尿病療養支援 ～県外ボランティアとして参加した立場から～」

講師：藤井純子 糖尿病看護認定看護師（佐賀大学医学部附属病院）

15：10～15：30 休憩

15：30～17：20

＜ シンポジウム ＞ 各20分 「 テーマ：災害の現状とこれから... 」

（座長）緒方 良一 技師 （宮崎市立田野病院）

春田 昭一 技師 （済生会熊本病院）

1.「熊本地震での血液製剤供給体制について」

續 隆文（熊本県赤十字血液センター）

2.「災害医療における検査技師の対応について ～事前に検討しておくべきこと～ 」

緒方 良一 技師 （宮崎市立田野病院）

3.「検査メーカーからの災害支援体制強化への取り組みについて」

小島 正裕（アボットジャパン株式会社）

4.「災害後の検査支援 ～Keep活動について～ 」

城戸 亜耶乃 技師（熊本大学医学部附属病院）

5.「災害時何ができるか？」

濱崎 かおり 在宅訪問管理栄養士

17 : 20～ 閉会式 挨拶 田中 信次（一般社団法人熊本県臨床検査技師会副会長）

修了証書授与



＊ バスを利用する場合

『熊本駅前』からバスを利用する場合

熊本都市バス 第一環状線【駅2】もしくは中央環状線【駅3】、熊本駅長嶺線【鹿3】、熊本駅県庁線【県4】

に乗車（時刻表）

『交通センター』からバスを利用する場合

熊本都市バス 流通団地線【南4】もしくは八王寺環状線【南1】に乗車（時刻表）

『熊本空港』からバスを利用する場合

リムジンバスに乗車、『交通センター』下車（時刻表）→『交通センター』から熊本都市バス 流通団地線

【南4】もしくは八王寺環状線【南1】に乗車（時刻表）

＊市電を利用する場合

『九品寺交差点』下車、産業道路を「熊本駅」方面へ直進。九品寺交差点より750m、徒歩 約９分

＊高速道路を利用する場合

九州自動車道 熊本インター出口からアクセスする場合

熊本東バイパス（国道57号線）に入り、熊本市街方面へ

保田窪北交差点を右折して産業道路に入る

道なりに3.9Km程度進むと、右側に大学病院がありますので、入口（信号）を右折して構内にお入り下さい。



平成 28 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 南 惣一郎

九州支部遺伝子部門長 外園 栄作

実務担当 磯﨑 将博

日臨技九州支部卒後研修会「第 2 回遺伝子部門研修会」開催のご案内

謹啓

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。

さて、第 2 回遺伝子部門研修会を下記の要領で開催いたします。テーマを「遺伝子検査

をもっと身近に」と題し、臨床現場で実際に遺伝子検査に取り組まれている先生方にわか

りやすく丁寧にご講演いただきます。参加者の皆様には遺伝子検査に対する理解を深めて

いいただけるものと考えております。奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

日 時：平成 29 年 2 月 11 日（土）13：00～17：50（受付 12：30～）

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

〒860-8556 熊本市中央区本荘 1－1－1

テ ー マ：「遺伝子検査をもっと身近に」

応募人数：80 名（先着順）

参加資格：日本臨床衛生検査技師会会員、賛助会員、他

参 加 費：4,000 円（テキスト代含む） 但し非会員は 12,000 円 学生 1,000 円

申込期間：平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日

申込要領：①～⑥をご記入の上、メールまたは FAX にてお申込み下さい。

折り返し参加費振込先をお知らせいたします。

①氏名②会員番号③勤務先④電話番号⑤メールアドレス⑥懇親会参加の有無

※申込受領の返信がない場合には、お手数ですが電話にてお問合せ下さい。

申 込 先：〒863-0046 熊本県天草市亀場町食場 854‐1

天草郡市医師会立天草地域医療センター検査部 磯﨑 将博

TEL：0969-24-4111 FAX：0969-23-4496 メール：m.isozaki75@gmail.com

生涯教育：専門課程 20 点

懇 親 会：研修会終了後、懇親会を企画しております。是非ご参加下さい。

（19：00～21：00 会費 4,000～5,000 円程度です）



日臨技九州支部卒後セミナー「第 2 回遺伝子部門研修会」プログラム

テーマ 遺伝子検査をもっと身近に

開催日時 平成 29 年 2 月 11 日（土）13 時～17 時 50 分

開催場所
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

〒860-8556 熊本市中央区本荘 1－1－1

プログラム

12:30 受付開始 （敬称略）

13:00 開講式（九州支部遺伝子部門長・外園 栄作）

13:00 第 1 部 座長 天草地域医療センター 磯﨑将博

講演 1：「最新の遺伝子検査技術・システムのご紹介」

アークレイマーケティング（株）加藤 潤一

講演 2：「感染症分野における耐性菌の現状と感染管理に役立つ遺伝子検査」

関東化学株式会社 小野崎 正修

講演 3：「中規模病院で感染症遺伝子検査を導入するために」

熊本労災病院 森口 美琴

講演 4：「HLA 検査（PCR-ｒSSO 法）による腎移植チームへの参画」

熊本赤十字病院 吉田 雅弥

15 分休憩

15：15 第 2 部 座長 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 佐藤 謙一

講演 5：「病理分野における遺伝子関連検査」

熊本大学医学部附属病院病理部 片渕 達也

講演 6：「造血器腫瘍の遺伝子検査と今後の展望」

熊本大学医学部附属病院中央検査部 笹田 景子

講演 7：「直腸・結腸がん患者に対する RAS 遺伝子変異検出の検討」

熊本大学医学部附属病院中央検査部 久原 春代

15 分休憩

17：00 特別講演 座長 九州大学大学院 医学研究院 保健学部門 外園 栄作

「網羅的遺伝子検査実現にむけての展望と課題」

熊本大学大学院生命科学研究部 臨床病態解析学分野 松井 啓隆

17：40 閉講式（総評）：（熊本県臨床検査技師会 会長 増永 純夫）

主 催

担 当

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 九州支部





平成 28 年度 日臨技九州支部輸血伝達研修会 

テーマ 輸血検査初級者への指導技術の標準化に向けて 

研修会 

開催の 

目的 

輸血検査業務の標準化の観点から、日本輸血細胞治療学会との共催で実施した輸血テクニカルセミ

ナー2015での講習会の内容に従い支部指定講習会を実施し、輸血検査の初級者に対する指導方法

の統一化を行い、輸血検査技術の標準化を図ることを目的とする。 

開催日時 
１日目 平成 29 年 2 月 4 日（土） 13：00～17：00 

２日目 平成 29 年 2 月 5 日（日）  9：00～16：15 

会場 

１日目 長崎大学医学部 1階 第一講義室 

２日目 長崎大学医学部 2階 第一実習室、1階 第一講義室 

    （長崎市坂本 1丁目 12-4） 

内容 

１日目【輸血テクニカルセミナー2015 の内容に従った伝達講習】 

 

12：30 ～ 受付開始 

13：00  開講式 

13：10  講演１ 血液型検査のトラブルシューティング 

鹿児島大学病院 輸血・細胞治療部  舞木 弘幸 先生  

 

14：10  講演２ DVD 視聴 不規則抗体検査の基礎的手順  

                抗体同定の正しい手法（統計計算を含む） 

熊本大学医学部付属病院 輸血・細胞治療部  福吉 葉子 先生  

 

14：55 ～ 休憩（15 分） 

 

15：10  講演 3 赤血球型検査のガイドライン改訂のポイント 

福島県立総合衛生学院 臨床検査学科  安田 広康 先生 

 

15：55  講演 4 DVD 視聴 わかりやすい検査結果の報告の仕方 

                  伝える手法を学ぶ 

旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部  友田 豊  先生 

   

16：40  実技の説明 

 

17：00  1 日目終了  ※懇親会へ参加される方は各自移動をお願いします。 

 

 

 

 

 

  



２日目【指導方法の統一・輸血検査技術の標準化のための実技講習】 

 

8：30 ～ 受付 

9：00 ～ 実技（凝集の目合わせ、血液型検査、不規則抗体検査） 

実習説明 佐賀大学医学部付属病院 検査部  東谷 孝徳 先生 

     解説   長崎みなとﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ市民病院 臨床検査部  松本 玲子 

16：00  閉講式 

 

募集人員 50 名 講義＋実技  

対象者 

指導的立場として本指定研修会で学んだ輸血検査の基本的知識ならびに輸血検査技術の普及に寄与

していただける臨床検査技師 

※輸血業務経験年数５年以上の技師が対象（経験５年未満は相談に応じます。） 

受講料 
会員 5,000 円  非会員 15,000 円 

＊日臨技事業のため、各都道府県臨床検査技師会のみの方は非会員扱いとなります。 

申込締切 平成 28 年 12 月 22 日（木）（先着順 定員になり次第締切） 

申込要領 

①会員番号、②氏名、③カナ氏名、④性別、⑤施設名・所属、⑥施設郵便番号・住所、 

⑦電話番号、⑧輸血検査経験年数、⑨懇親会参加の有無 、⑩2 日目お弁当の有無 を記入の上、 

E-mail にて下記までお申込み下さい。 

※タイトルに必ず「輸血伝達講習会申込」と入力してください。 

後日、受講確認・ご案内をお送りいたします。 

※メール送信後、１週間以内に受領メールが届かない場合は下記までご連絡下さい。 

申込先 

 

E-mailアドレス： Nagasaki.yuketsu@gmail.com   

 

問合せ先 

〒850-8555 長崎市新地町 6-39 

長崎みなとメディカルセンター市民病院 臨床検査部 松本玲子 

       ℡：095-822-3251(3229) Fax：095-822-6632 

      E-mail：matsumoto_reiko@ncho.jp 

必要物品 
白衣、タイマー、マジック、試験管立て、マイクロピペット（100μl、200μl チップ 十数本程度）

会員証 必要な方は感染防護具（手袋・マスク等） 

宿泊 必要な方は各自で手配して下さい。 

生涯教育

研修課程 
専門教科 30 点 

主催 日本臨床衛生検査技師会 

共催 日本輸血・細胞治療学会 

担当 長崎県臨床検査技師会 輸血研究班 

備考 

2 日目のお弁当を 500 円で受け付けます。 

１日目終了後、懇親会を予定しております。 

       場所：長崎市内 未定 

       会費：4000～5000 円 

 

 



長崎大学医学部への交通アクセス 
            赤迫方面 

    

                   浦上駅・長崎駅方面 

 

ＪＲ： 長崎本線「浦上駅」下車、路面電車利用または徒歩（約１５分） 

バス： 長崎バス８番系統（医学部経由）「下大橋（しもおおはし）」「三川町（みかわまち）」行き乗車  

「医学部前」下車（徒歩約１分） 

※「長崎駅前」「ｺｺｳｫｰｸ茂里町」からは乗車できるが「浦上駅前」「浜口町」では乗車できない 

路面 

電車： 

「長崎駅前」「浦上駅前」からは「赤迫（あかさこ）」行きに乗車、 

「浜口町（はまぐちまち）」下車（徒歩約１０分）、料金１２０円  

航空機： 長崎空港（大村市）より浦上経由または住吉経由長崎方面行きバスに乗車、 

「浜口町（はまぐちまち）」下車（約５５分・料金９００円）、徒歩約１０分 

 

 



医学部キャンパス案内図 
 

 

 

 

 

 





日本動脈硬化学会日本動脈硬化学会

第17回

動脈硬化
教育フォーラム

動脈硬化性疾患の予防 Update

2017年１月29日（日）

宮崎観光ホテル 宮崎市松山１丁目ー１

URL http://www.j-athero.org/meeting/170129_forum.html

会場

浅田 祐士郎 宮崎大学医学部病理学講座

会長

公益社団法人宮崎県医師会
公益社団法人宮崎市郡医師会
一般社団法人宮崎県薬剤師会
一般社団法人宮崎県臨床検査技師会
公益社団法人宮崎県栄養士会

後援

5,000円（医師）　3,000円（医療関係者）
学生は無料（要学生証提示）

参加費

日本動脈硬化学会認定専門医の更新単位【５単位】
日本医師会認定産業医制度産業医養成講座「生涯研修　専門」【２単位】
・詳細は下記URLをご覧下さい。

事前申し込み不要
学会員以外も参加可能

単　位

第17回動脈硬化教育フォーラム　プログラム
■開会の辞
浅田　祐士郎（第17回動脈硬化教育フォーラム 会長／宮崎大学医学部病理学講座）
  
■理事長挨拶
山下　静也（日本動脈硬化学会 理事長／りんくう総合医療センター）

（第１会場）
■教育講演１「動脈硬化に関する最近の話題」
　1．脂質異常症の成因と治療
 座長：吉田　雅幸（東京医科歯科大学）  演者：石橋　俊　（自治医科大学）
　2．特定健診：科学的根拠からみた制度改正の方向性
 座長：神﨑　恒一（杏林大学）  演者：岡村　智教（慶應義塾大学）
　3．動脈硬化の発生におけるマクロファージの役割
 座長：下門　顕太郎（東京医科歯科大学）  演者：範　江林　（山梨大学）
　4．血流異常が引き起こす出血傾向：後天性フォン・ウィルブランド症候群
 座長：江頭　健輔（九州大学）  演者：堀内　久徳（東北大学）
　5．血管と老化
 座長：秋下　雅弘（東京大学）  演者：葛谷　雅文（名古屋大学）

8:50

8:55

9:00～
11:30



■開会の辞
浅田　祐士郎（第17回動脈硬化教育フォーラム 会長／宮崎大学医学部病理学講座）
  
■理事長挨拶
山下　静也（日本動脈硬化学会 理事長／りんくう総合医療センター）

（第１会場）
■教育講演１「動脈硬化に関する最近の話題」
　1．脂質異常症の成因と治療
 座長：吉田　雅幸（東京医科歯科大学）  演者：石橋　俊　（自治医科大学）
　2．特定健診：科学的根拠からみた制度改正の方向性
 座長：神﨑　恒一（杏林大学）  演者：岡村　智教（慶應義塾大学）
　3．動脈硬化の発生におけるマクロファージの役割
 座長：下門　顕太郎（東京医科歯科大学）  演者：範　江林　（山梨大学）
　4．血流異常が引き起こす出血傾向：後天性フォン・ウィルブランド症候群
 座長：江頭　健輔（九州大学）  演者：堀内　久徳（東北大学）
　5．血管と老化
 座長：秋下　雅弘（東京大学）  演者：葛谷　雅文（名古屋大学）

■ランチョンセミナー
　LS1 （第1会場） 
　 脂質異常症治療の最新知見と今後の課題
 座長：寺本　民生（帝京大学） 演者：荒井　秀典（国立長寿医療研究センター）
    共催　興和創薬株式会社
　LS2　（第2会場）
 座長：平田　健一（神戸大学）
 講演１：プラーク平滑筋細胞の多様性から動脈硬化の性状をみる
  演者：　武城　英明（東邦大学）
 講演２：冠動脈疾患既往糖尿病患者の心血管イベント再発予防におけるLDL-C管理の重要性
  演者：　西尾　善彦（鹿児島大学）
  共催　アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

　LS3　（第3会場）
 動脈硬化ハイリスクに対する脂質異常症治療の新展開
 座長：大石　充（鹿児島大学） 演者：横手　幸太郎（千葉大学）
    共催　サノフィ株式会社
 
（第１会場）
■教育講演２「動脈硬化を観る」
　1．大動脈内視鏡でみる動脈硬化
 座長：梶波　康二（金沢医科大学） 演者：小松　誠　（大阪暁明館病院）
　2．動脈硬化の病理像
 座長：上田　真喜子（森ノ宮医療大学） 演者：羽尾　裕之（日本大学）

（第２会場）
■医学倫理教育セミナー
　現場実践に活かす「臨床倫理」「研究倫理」の考え方
　　－未承認医薬品・高難度新規医療技術を中心に－
 座長：島野　仁　（筑波大学） 演者：板井　孝壱郎（宮崎大学）

（第１会場） 
■産業医講習会 「地域・職域における動脈硬化予防対策」
　日本医師会認定産業医制度産業医養成講座「生涯研修　専門」の【2単位】が付与されます。

　1．地域や職場環境での脂質異常管理
 座長：三井田　孝（順天堂大学） 演者：斯波　真理子（国立循環器病研究センター）
　2．地域や職場環境での高血圧管理
 座長：松本　昌泰（星ヶ丘医療センター） 演者：宮田　昌明（鹿児島大学）
　3．地域や職場環境での高血糖管理
 座長：横出　正之（京都大学） 演者：塚本　和久（帝京大学）
　4．地域や職場環境での禁煙・喫煙対策
 座長：枇榔　貞利（Tsukasa Health Care Hospital） 演者：大和　浩　（産業医科大学）

（第１会場）
■EWTOPIA75試験の現状と今後
 座長：及川　眞一（複十字病院） 演者：大内　尉義（虎の門病院）

（第１会場）
■特別講演「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017の概要」
 座長：松澤　佑次（住友病院）　 演者：木下　誠　（帝京大学）

■閉会の辞
 浅田　祐士郎

11:45～
12:45

12:55～
13:55

14:00～
16:00

16:05～
16:20

16:20～
17:10

17:10


