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2019年 6年15日 （土） 

桑岡 勲 

筑豊地区 



2019年度 福臨技 会員数 
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2019年度 福臨技 会員数 
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2018年度 2019年度

福岡地区 1,460 1,501
北九州地区 801 821
筑後地区 716 711
筑豊地区 247 248

4地区合計 3,471 3,529
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2018～19年度 筑豊地区 役員・青年部 紹介 

名　称 担当役職 氏　   名 施設名

地区長 県理事  桑岡　勲 飯塚病院

運営委員 副地区長  長谷　一憲 飯塚病院

運営委員 県理事  瀬尾　修一 飯塚病院

運営委員 県理事  吉田　重人 嘉麻赤十字病院

運営委員 地区管理・ 運営部長  中島　頼恵 社会保険 稲築病院

運営委員 地区学術部長  浦園　真司 飯塚病院

運営委員 地区財務管理部長  太田　絢子 飯塚病院

運営委員 地区公益事業部長  山本　俊輔 くらて病院

運営委員 青年部部長  中村　洋亮 田川市立病院

運営委員 青年部  松浦　辰也 飯塚病院

運営委員 青年部  濱本　将司 飯塚病院

運営委員 青年部  吉冨　博人 飯塚病院

運営委員 青年部  川田　未奈 社会保険 田川病院

運営委員 青年部  栗山　正嗣 飯塚病院

運営委員 青年部ジュ ニア  田中　ふみ佳 飯塚病院

運営委員 青年部ジュ ニア  髙嶋　理沙 社会保険 田川病院

運営委員 青年部ジュ ニア  合屋　小麦 済生会飯塚嘉穂病院
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2018～19年度 筑豊地区 学術研究班紹介 

部門 分野長 副分野長 備考 開催日

生物化学分析 吉田重人（嘉麻赤十字病院）鎌田綾菜（飯塚病院） 奇数月 第3水曜日

田中ふみ佳（飯塚病院） 超音波

吉冨博人（飯塚病院） 神経・呼吸器

岩口忍（社会保険田川病院） 循環器

病理細胞部門 上原俊貴（飯塚病院） 立石一暉（田川市立病院） 奇数月 第3火曜日

臨床一般 福本航平（飯塚病院） 井上麻美（頴田病院） 奇数月 第2金曜日

臨床血液 日高大輔（飯塚病院） 縄田恵里香（飯塚病院） 指定月 第4木曜日

遺伝子 栗山正嗣（飯塚病院） 縄田恵里香（飯塚病院） 不定期

臨床微生物 手島裕治（飯塚病院） 高嶋理沙（社会保険田川病院） 偶数月 第3木曜日

輸血細胞治療 川野和彦（飯塚病院） 下山田優紀（せき損センター） 偶数月 第4水曜日

臨床検査総合 浦園真司（飯塚病院） 樋口雄哉（飯塚病院） 不定期

臨床生理 上田将史（飯塚病院） 偶数月 第3水曜日

学術部長： 浦園真司（飯塚病院）
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2018年度 筑豊地区 活動実績 
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2018年度 筑豊地区 活動実績 
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2019年度 筑豊地区 学術活動計画 
分野 年度 月 内容 講師

5

7

9 メーカー講演　トピックス メーカー

11

1

3 メーカー講演　トピックス メーカー

4 CT、MRIなどの他画像検査に関する勉強会 放射線技師　堀尾技師

6 施設紹介、精度管理 技師数名

8 血管エコー（ガイドライン） 技師（上田、太田予定）

10 ハンズオン　心エコー領域 技師（手島予定）

12 ハンズオン　腹部エコー領域（消化管？） 技師

2 症例検討・報告会 技師数名

5 検査室で用いる顕微鏡の基本動作と 日常的なメンテナンスについての研修(メーカー講演) ニコンインステック株式会社

7 病理検査室に関わる診療報酬について 中村洋亮 技師

9 細胞検査士試験 2次試験対策 中村洋亮 技師

11 症例検討 or メーカー講演 技師 or メーカー

1 症例検討 技師

3 症例検討 or メーカー講演 技師 or メーカー

5

7 ヘレナ　　蛋白分画　泳動について メーカー?

9 シスメックス　尿沈渣について メーカー?

11

1 シスメックス　体腔液について メーカー?

3 鏡検実習 福本、広門

5

7 症例検討+メーカー講演（キャピラリー電気泳動について） 技師＋メーカー

9 凝固・線溶系検査（抗凝固剤、クロスミキシングテストなどについて） メーカー

11 症例検討+メーカー講演（染色の原理などについて） 技師＋メーカー

2 症例検討+メーカー講演（ウィルス感染について） 技師＋メーカー

2019

臨床血液

指定月
第４木曜日

2019

2019

病理細胞

奇数月
第３火曜日

臨床一般

奇数月
第２金曜日

2019

2019

生物化学分析

奇数月
第３水曜日

臨床生理
　
偶数月
第３水曜日
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2019年度 筑豊地区 学術活動計画 
分野 年度 月 内容 講師

7 遺伝子・染色体検査の基本 メーカー

11 悪性腫瘍に関係した遺伝子・染色体検査 メーカー

2 感染症の遺伝子検査 メーカー

4 グラム染色について 手島裕治

6 質量分析装置について ブルカー（予定）

8 ICTやASTに必要なデータと集計方法について 技師（予定）

10 薬剤耐性グラム陰性桿菌の検出法について 技師（予定）

12 微生物検査技師が知っておくべき抗微生物薬について 未定

2 症例検討 未定

4 不規則抗体検査③

6 輸血製剤の取扱いについて 技師

8 血液型検査① メーカー

10 血液型検査② メーカー

12 不規則抗体検査① メーカー

2 不規則抗体検査② メーカー

4 TQM活動など業務改善に関する勉強会および報告会 技師

？ 複数の検査が関与する疾患についての勉強会（予定） 技師？

？ 抗核抗体の検査に関する勉強会 技師orメーカー

？ 認知症検査に関する勉強会 技師

？ 患者急変時対応に関する勉強会 技師

9 青年部ジュニア勉強会 技師

12 青年部主催勉強会（他地区の青年部世代活動紹介）県主催予定 他地区技師

2019
遺伝子

不定期

2019

2019

臨床検査総合

不定期

青年部
不定期

2019

2019

微生物

偶数月
開催日不定期

輸血細胞治療

偶数月
第４水曜日



2019年度 筑豊地区 定例事業 （終了事業） 

 青年部主催 親睦BBQ大会 

 日時； 2019年5月11日（土） 

 場所； ピクニカ共和国 （住所〒820-0047 飯塚市八木山長倉2288番地） 

 参加者； 39名 

 2019年度 第1回 筑豊地区主催講演会（福岡県医学検査学会シンポジスト紹介講演） 

 日時: 2019年5月17日(金)  

 会場； 飯塚病院 中央検査部 採血待合室（12C） 

 講演； 診療に役立つ心血管エコー ～検査をして診断・治療に貢献する～」   

 講師； 水上尚子技師（鹿児島大学医学部附属病院検査部） 

 参加者； 56名 

 2019年度 第2回 筑豊地区主催講演会（福岡県医学検査学会シンポジスト紹介講演） 

 日時： 2019年6月13日（木） 

 会場； 飯塚病院 中央検査部 採血待合室（12C） 

 内容； 薬物治療における臨床検査の役割 

 講師； 石井耕次郎氏（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社） 

 参加者； 39名 

 



2019年度 筑豊地区 定例事業 （決定事業） 

 第29回 福岡県医学検査学会 

 日時； 2019年6月30日（日） 

 会場； のがみプレジデントホテル 4F 

 担当； 筑豊地区 

 2019年度 新入会・再入会者研修会＆懇親会 

 日時； 2019年7月19日（金） 18：00～ 

 場所； のがみプレジデントホテル 

 研修会； 役員紹介、地区活動計画・学術活動紹介、青年部活動紹介など 

 講演会； 緊急輸血、大量輸血時の対応について 

 講師； 川野和彦技師、齋藤孝生技師（飯塚病院） 

 座長； 浦園真司技師（飯塚病院）  

 宮島喜文会長 国政報告会 

 日時； 未定 

 場所； のがみプレジデントホテル 

 講師； 宮島喜文会長（日本臨床衛生検査技師会会長） 

 

 



2019年度 筑豊地区 定例事業 

 第1回 青年部主催勉強会 

 2019年度 筑豊地区 施設連絡者会議 

 第7回 筑豊臨床検査発表会 

 第2回 青年部主催勉強会 

 採血部門勉強会 

 筑豊地区主催 講演会 

 第3回 青年部主催勉強会 

 

（日程未定事業） 



第16回健康21世紀福岡県大会 
(2017年10月22日) 
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全国「検査と健康展」 in 福岡 
(2018年9月1日) 

14 

筑
豊
地
区
担
当 



15 

本日は多数ご参加いただきまして、誠にありがとうございました 

令和最初の一年間をよろしくお願い致します （役員 & 青年部+Jr） 


