
筑豊地区 桑岡より地区長退任のご挨拶をさせていただきます。

この度、2020年5月30日を持ちまして、福岡県臨床衛生検査技師会 筑豊地区地区長を退任

させていただくこととなりました。 2014年より3期6年間を地区長として、筑豊地区の技師会

活動に従事させて頂きましたこと、心より御礼申し上げます。

私自身、任期最終年度には別部署へ異動となり、十分なお世話もできず、筑豊地区技師会員

および賛助会員の皆様方には大変ご迷惑をおかけしました。 謹んでお詫びいたします。

2020年度からは、飯塚病院の長谷一憲技師が地区長として、筑豊地区の技師会活動を牽引

して参ります。

今後も、今までと同様に、皆様方のご支援とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

筑豊地区 地区長退任のご挨拶

2020年5月30日 飯塚病院 桑岡勲



筑豊地区 副地区長退任挨拶
筑豊地区技師会員の皆様にはますますご健勝にお過ごしのこととお慶び申
し上げます。

さて私こと2020年5月30日を持ちまして、福岡県臨床衛生検査技師会 筑
豊地区副地区長を退任させていただくこととなりました。
役員や理事の交代と様々な出来事が、日々変遷したにも、関わらず、桑岡
地区長、役員の皆様と供に永きにわたり無事に勤めさせて頂くことができ
ましたのもひとえに皆様方のご指導とご厚情の賜物と深く感謝いたします
誠にありがとうございました。

2020年度からは、私が地区長として牽引して参ります。
前桑岡地区長程の熱意には、ほど遠く及びませんが、何卒今後とも変わら
ぬ、ご協力ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2020年5月30日

飯塚病院長谷一憲



地区理事からの総括とご挨拶
筑豊地区役員会は毎月1回開催されております。ここでは県理事会の報告や先々の
筑豊地区主催で開催される県学会、研修会、勉強会などの運営を協議し、地区長の
総括の報告通り県学会、筑豊臨床検査発表会など多くの事業を開催することができ
ました。これも技師会員皆様の協力あってのことだと思っております。本当にあり
がとうございました。

【ご挨拶】
嘉麻赤十字病院 吉田 重人

２期４年と筑豊地区理事及び県理事をさせて頂きました。今期までで役員を退くことになりました。県
理事を通して企画運営部長という役がありながら正直、何もできなかったことに自分の未熟さを感じた２
年間でした。今後は会員として筑豊地区に貢献できればと思っております。本当にありがとうございまし
た。



【ご挨拶】
地方独立行政法人 くらて病院 山本俊輔

筑豊地区の公益事業部長として地区理事を努めさせて頂きました。今年度も様々な事業が行われました
が、特に筑豊地区で福岡県医学検査学会が開催されたことが大きな出来事でした。事前準備に始まり当日
も円滑に学会を運営することができたのは、実行委員並びに皆様方のお力添えによるものであると深く感
謝しております。
また地区理事以外では県公益事業部の委員として様々な事業にも携わることが出来ました。内容として

は女性部と合同で、働く技師応援セミナーや県民の健康増進を目的とした講演会などを企画・運営してお
ります。
来期も筑豊地区理事として活動していきますが、今後とも技師会活動へのご理解・ご協力をよろしくお

願いします。



【ご挨拶】
飯塚病院 瀬尾 修一

平成28年から4年間にわたり県理事として務めさせていただきました。この間、公益事業を担当さ
せていただき、臨床検査技師の仕事を一般の方々に知っていただくための市民講演会や健康増進のた
めの健康展などを担当させていただきました。当初は不慣れで戸惑いの多い日々でした。皆様の協力
のおかげで無事に役員を務めることができました。技師会の会員の方々にはご支援いただき、厚くお
礼申し上げます。本当にありがとうございました。



福臨技筑豊地区 学術部門 活動報告

• 4年間、筑豊地区の学術部長を務めさせて頂き、様々なことを経験させて頂きました。

• 勉強会の参加人数について、リピーターの方のご参加も多く、お陰様で多くの方の

参加を賜りました。筑豊地区の学術の活性化に繋がったと考えております。

• 各部門の部門長・副部門長の皆様には、多くの参加者が集まるような魅力的な勉強会を

企画して頂きありがとうございました。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。

• 筑豊臨床検査発表会では、学会の企画運営の難しさも痛感しましたが、良い経験を

させて頂いたと思っております。筑豊地区役員の方々にもご助言を頂き、大変意義の

ある会になりました。

• 筑豊地区の行事、勉強会にご参加頂いた全ての会員・賛助会員の皆様に感謝申し上げ

ます。今年度より新体制となりますが、今後とも、引き続き宜しくお願い申し上げます。

浦園真司（飯塚病院）



福臨技筑豊地区 勉強会参加人数の推移



各部門長からのコメント①
• 生物化学分析部門長 吉田重人（嘉麻赤十字病院）

4期8年務めさせて頂きました。部門長を通じてよかったことは病院勤務だけでは経験できないことを経験できたことでしょうか。

勉強会の計画では賛助会員であるメーカー（企業）の方々との打ち合わせ、勉強会の司会、講師、学会の座長、特に自施設は検査技師の

人数は４人ですので、学会発表ですら縁が遠いですが、日臨技の論文投稿もさせて頂きました。そして、これらの活動をする中で色々な

方々に支援してもらい活動してこれたと思っていますし、感謝しております。今後もこの経験を糧にしていきたいと思います。

• 臨床生理部門長 上田将史（飯塚病院）

副部門長2年間、部門長2年間勤めさせていただきました。勉強会や健康展等の企画を中心に、他の病院の方と連携して仕事ができ、

貴重な経験となりました。勉強会等で比較的大きな病院からの参加者に限定されてしまっていた点は今後への継続課題かと思われます。

部門長の任期は終了しましたが、また別の形で技師会活動に貢献できますと幸いです。

任期中お世話になった皆様には、この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

• 病理細胞診部門長 上原俊貴（飯塚病院）

病理・細胞診部門において2年間、部門長を務めさせていただきました。勉強会内容としては、症例検討を主体としながらメーカー講演を

行いました。徐々に参加していただける方が固定されてきてしまい、魅力的な勉強会が企画できていなかったことも要因の1つと反省して

おります。副部門長をはじめ、応援いただいた皆様、この2年間に幾度となく講師の依頼を快く受けていただいた皆様、また勉強会に参加

いただいた皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。



各部門長からのコメント②

• 臨床一般部門長 福本航平（飯塚病院）

一般検査部門の反省点は勉強会を定期的に行えなかったことです。ですが開催することが目的ではなく、しっかりと現在の一般検査室に

必要な勉強会を考え計画できたことは逆に良かったと思います。また、3月に行った勉強会ではこれまでで一番多くの参加者に恵まれ、

感謝でした。部門長として十分といえる働きはできませんでしたが、この2年間を通してより学術に対する関心を深められたと思います。

次期も頑張ります。

• 臨床血液副部門長 縄田恵里香（飯塚病院）

認定血液検査技師資格を持っている方のアドバイスを聞く機会を設けたり、他院の検査技師を講師として招き、血液ガスのデータの

読み方について勉強会を開いてもらったり、新たな内容の勉強会を行うことができたと思います。

今後も新たな内容の勉強会を行っていけたらと思います。

• 遺伝子・染色体部門長 栗山正嗣（飯塚病院）

今期の活動を終えて、全５回の勉強会を実施しました。遺伝子・染色体検査は、あまり馴染みがなく、参加者は少なかったですが、

基礎的な内容から実際の症例に触れる程度の勉強会ができました。遺伝子・染色体検査は、これから先、さらに重要になってくると

思いますので今後も充実した内容の勉強会を実施していきたいと思います。



各部門長からのコメント③

• 臨床微生物部門長 手島裕治（飯塚病院）

筑豊地区臨床微生物部門では、例年同様にグラム染色に関する研修を年1回以上実施し、多くの方の参加をいただきました。

また、質量分析法を使用した微生物検査の研修や、専門分野の資格取得に関する研修会など、新たな取り組みも実施しました。

今後もグラム染色のような基礎的な内容に加えて、他部門との合同勉強会も開催したいと考えています。

• 輸血細胞治療部門長 川野和彦（飯塚病院）

４年間、輸血部門長をさせていただきました。筑豊地区は、中小規模の病院が多いので、基礎的なことを中心に勉強会を開催いたし

ました。参加人数はそれほど多くはありませんでしたが、実際の現場に即した内容でできたと思いますので、充実した勉強会が開催できた

と考えています。任期の終わりのほうはマンネリ化もあり、あまり開催することができませんでしたので、今後は次部門長の視点から

新たな内容の勉強会を開催していただければ良いなと思います。

• 臨床検査総合部門長 浦園真司（飯塚病院）

4年間、筑豊地区の学術部長と兼任をさせて頂きました。他部門の様に数多くの勉強会を開催することはできませんでしたが、学会の

伝達講習会や認知症、イノベーション、改善活動に関する勉強会等、他部門ではできないような内容を中心に勉強会を開催することが

できました。ご参加頂いた皆様に感謝申し上げます。

次期部門長にも様々な勉強会を企画して頂ければ幸いです。ありがとうございました。



管理運営
ほぼ、毎日のように1日何回もメールを配信させていただいています。

私のメールを見るたびに“またか！”と思われている会員の皆さまも多かったと思います。

皆さまのご協力のおかげでメール登録数（個人・施設）は

153件
技師会名簿に掲載されている施設のほとんどに登録して頂きありがとうございます。

会員の皆さまと技師会情報だけでなく色々な情報を共有することで筑豊支部の技師

会活動や運営を円滑に行うことができました。

本当にありがとうございます。



苦労したこと

毎日 “ メールの確認をおねがいします!! ”とお願いしていますが、なかなか浸透していないこと。

特に施設連絡者会議等の出欠の返事が頂けず、役員全員で電話での確認を行ったこと。

嬉しかったこと

平成28年度より4年間担当させて頂きました。少しづつではありましたが、皆さまの回答率があ

がったこと。欠席でも理由の文章を添えての返事があったこと。

2期4年間の活動を振り返って

✿退任のご挨拶

５月30日を持ちまして管理運営部長を退くことになりました。稲築病院 中島です。

平成28年度より2期4年間、最初は慣れないメールでのやり取りに四苦八苦しておりましたが、皆さまのご協力

のおかげで任期を全うする事が出来ました。そして4年間技師会活動に従事できたこと感謝しております。

有難うございました。今後は会員としてメールの配信を楽しみにしています。



13

日頃より会員の皆様には技師会の円滑な運営にご協力いただき、
ありがとうございます。
主に筑豊地区のお金の管理をさせていただいています。

遠方の講師に勉強会を依頼したいけど、
講師料や交通費はどうなるの？

筑豊地区に○○があったら助かるから、
購入してほしい！！

・・・など、財務に関するご質問やご要望がございましたら、
お気軽にご相談下さい！！
来期も財務管理部長として、活動させていただきますので皆様、
どうぞよろしくお願いいたします。

飯塚病院 樋口絢子



青年部

青年部設立から６年

今年度も青年部活動にご参加していただき

ありがとうございました！

若い技師が自由にアイディアを出し合える環境も健在で
青年部スタッフ一同良い経験を積ませてもらいました。



企画して良かった活動

青年部Jr.主催勉強会「現場で活躍する女性技師～子育てと仕事の両立～」

子育てしながら仕事を続ける苦労や生き方を今までにない角度から聴くこ

とができました。男性にも聴いていただけて良かったです。

青年部主催勉強会「他地区の技師会活動を聴いてみよう！」

福岡県各地区（福岡・筑後）の状況と取り組みや課題を知ることができました。

他地区の同世代の技師さんの熱い思いを聴けました。

今回を良い機会にして今後も一緒に取り組みが行えることを期待します。



振り返ってみて

筑豊地区は小規模施設が多いので同世代がいない施設のスタッフも参加して

います。

青年部+Jrというくくりだからこそ同世代の技師に定期的に会えることが

励みになり、通常業務とは異なる非日常を味わえることができました。

運営は時間もかかるし悩むことも多くて大変です。

しかし、人と人との縁や繋がりはそれに勝るものがありました。

次の世代にこの想いをつなげていければ幸いです。



【ご挨拶】 青年部・部長
田川市立病院 中村 洋亮

今期、青年部部長を務めさせていただきました。ひとえに「感謝」の二文
字に尽きます。チャレンジできる環境、優秀な青年部委員に支えられ
一つのチームとして楽しく活動させてもらえました。
皆様と過ごさせて頂いた時間は経験となり人生の財産になりました。
私は今期で青年部を卒業します。
来期からは地区理事に就任し、地域の発展と活性化に貢献できるよう
尽力させて頂く所存です。
技師会員の皆様には日頃から青年部活動にご理解とご協力を承り、あり
がとうございました。次世代の青年部にも変わらぬお付き合いをよろしくお
願い致します。



【ご挨拶】 青年部・副部長
飯塚病院 松浦辰也

青年部の立ち上げより気づけば3期６年間、筑豊地区活動に関わ

らせていただきました。

活動を通して多くを経験をさせていただき、自身のスキルアップ、

キャリアアップに繋がったと感じています。

その貴重な経験を後輩に継承できたのか甚だ疑問ではありますが、

次期より新しい世代に交替したいと思います。

桑岡地区長をはじめ、青年部の活動に多くの方々にご協力賜りま

したこと感謝申し上げます。



【ご挨拶】 青年部
飯塚病院 濱本将司

青年部に加入しての4年間で一番記憶に残っているのは、2018年9

月1日に筑豊地区で開催された全国「検査と健康展」 in 福岡です。

この年代（当時20代後半）で企画・運営を任され、一つの大きな

事業を成し遂げたことは私達にとって非常に貴重な経験となり、

自信にもなりました。

この青年部活動を通して学んだことを、私たちが後輩に継承し、

今後の技師会活動の活性化に繋がればと思います。

最後に、青年部活動にご協力いただき本当にありがとうございました。



【ご挨拶】 青年部
飯塚病院 吉冨博人

今期も青年部として様々な経験し、技師として、人として成長でき

たと感じています。

中でも初めて運営として携わった福岡県医学検査学会は、学会を

運営する事の大変さや、様々な方の協力の上で成り立っているとい

うことを知り、本当に貴重な経験となりました。

こういった経験を後輩達に継承できるようこれからも頑張っていき

たいと思います。ありがとうございました。



【ご挨拶】 青年部
社会保険田川病院 財部未奈

青年部Jr.、青年部の4年間の活動を通して貴重な経験をさせて頂

き感謝しております。
他施設の方との繋がりは、私にとってかけがえのないものとなりま

した。是非、皆様も技師会活動に参加して、繋がりを作って頂けた

ら幸いです。ありがとうございました。



【ご挨拶】 青年部
飯塚病院 栗山正嗣

青年部の活動を通して、青年部主催の勉強会や懇親会を実施す

ることにより、筑豊地区の多施設との横の繋がりや技師会活動の

活性化に貢献できたと思います。また、青年部の活動により、他地

区への青年部の認知度もあがっていると思います。今後、筑豊地

区の青年部が他地区の若者世代の技師会活動のモデルケースに

なれるように活動していきたいと思います。



【ご挨拶】 青年部Jr.
飯塚病院 手島ふみ佳

青年部Jr.として2年間技師会活動に参加させて頂きました。

勉強会を企画したり、会の司会をしたりと今後の仕事にも活かせる

ような多くの経験をさせて頂きました。また活動を通して他の病院

の方々と関わりを持ち、青年部メンバーとも楽しく活動出来た事で

得た繋がりは今後も大事にしていきたいと思いました。



【ご挨拶】 青年部Jr.
済生会 飯塚嘉穂病院 合屋 小麦

他施設の方しかいない未開の地に足を踏み入れ、主催の勉強会

やBBQなどの活動を楽しみながら経験させて頂いた2年間でした。

【ご挨拶】 青年部Jr.
社会保険田川病院 高嶋 理沙

主催者側の立場に立たせてもらい緊張の連続でしたが、楽しかった

です。２年間の活動で得た経験を今後も活かせるよう頑張っていき

たいと思います。


