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『けんさのひみつ展』静臨技主催 

来場者 1,500人を超える！ 
 

事務局長  伊藤 喜章 

 小春日和と言うより夏を感じさせる平成 25 年 3 月 9 日（土）、10 日（日）の両日に、静岡市の

ツインメッセ静岡西館 2 階において「けんさのひみつ展」を開催しました。テレビや新聞、学校

での案内の成果か、二日間の来場者数は延べ 1,551 人（9 日 743 人、10 日 808 人）と小さな子供

さんから高齢の方まで多くの方々に来場して頂きました。 

今年度はメディメッセージという大きな医療イベントが無い中、静臨技主催で何とか規模が小

さくても（集客 1,000 人を目標で）代わりになるイベントを開催できないかという会長の発案に

より初の試みでしたが、多くの方のご理解・ご協力とご支援・ご後援のおかげで、無事に事故も

なく成功裏に終わる事が出来ました。当日、来場者に書いて頂いたアンケート用紙も 803 枚集ま

りました。非常に貴重な意見として集計し、今後の事業・イベントへと生かしていきたいと思い

ます。そしてビックニュースが舞い込んできました。本文でもふれましたが平成 24 年度開催があ

りませんでしたメディメッセージが、今年の 8 月末に沼津にて開催が決定しました。 

今度は東部でがんばりましょう！！ 

なお、参加して頂いた会員の声と詳細な報告（担当支部長・薗田常務理事）を次号に、 

アンケート結果等はまとまり次第会報やホームページに掲載したいと思います。 

 

最後に今回ご理解・ご協力して頂いた中部を中心とした会員及び会員施設様、病理細胞研究班、

賛助会員様、並びに後援を頂きました日臨技・静岡県・静岡市・静岡県教育委員会・静岡市教育

委員会・社団法人静岡県医師会・公益社団法人静岡県病院協会様にはこの場をかりて感謝いたし

ます。                     大変ありがとうございました。 

 けんさのひみつ展速報 …… 1～2 

 研修会終了報告 …… 3 
 平成 25 年度予算総会議事録 …… 4～5 

 技師会からのお知らせ …… 6～7 

 研修会・講習会案内 

4 月・5 月の行事予定 
…… 8～10 

 会員の異動 etc. …… 11 

4月号の内容 

ソメイヨシノ（染井吉野）バラ科サクラ属 

エドヒガンとオオシマザクラの交雑種 

ソメイヨシノはほぼ全てクローン 
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会員＆賛助会員の皆さん 

会員の皆さん 

3月 9日(土) 

3月10日(日) 

皆さんお疲れ様でした 

詳細報告は次号に掲載 
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研修会名 平成 24 年度 静岡県標準化事業 第 7 回東部地区意見交換会 

開催日 平成 25 年 2 月 15 日（金） 

会場 三島文化会館 

参加人数 34 人 

研修会内容 

今回【乳ビ】という皆さんの身近なテーマで意見交換会を開きました。東部地区の平日

での会でしたが、参加人数 34 人と多くの人が集まり関心の高さがうかがえました。県立

総合病院、共立蒲原病院、富士宮市立病院、（株）シノテストの４題の発表は施設での症例、

検討内容等盛りだくさんの内容となり充実した時間となりました。 

  

研修会名 平成 24 年度 第 2 回 ステップアップ講座 

開催日 平成 25 年 3 月 2 日（土） 

会場 静岡県産業経済会館 大会議室 3F 

参加人数 36 人 

研修会内容 

事例報告として、ルーチン検査においての事例報告 データ乖離、その時どうする？  

～当院における感染症結果不一致の経験例から～富士宮市立病院の赤池陽子技師から報告

してもらいました。結果等を記録に残すことの大切さや検査方法や試薬の感度についても

注意が必要であることを再確認しました。 

事例報告に対するメーカーとしての取り組みをロシュ ダイアグノスティックス株式会

社の下川洋太郎先生に報告していただきました。 

シンポジウムでは、チーム医療(日臨技の方向性）～日臨技としてのチーム医療への取り

組み～について日臨技チーム医療推進委員会委員長の奥田勲先生にご講演頂きました。 

今後の臨床検査技師が果たさなけばならない方向性や、日臨技の取り組みについて活発な

ディスカッションがなされました。 

  

研修会名 平成 24 年度 細胞診従事者講習会 

開催日 平成 25 年 3 月 2 日（土） 

会場 静岡赤十字病院 本館４階 カンファレンスルーム 

参加人数 56 人 

研修会内容 

『ASC-H と AGC の細胞診』というテーマで是松先生にご講演して頂きました。 

婦人科細胞診の診断評価がベセスダシステムに移行している時期にASC-HとAGCという

聞きなれない言葉に対して解りやすくご説明していただきました。 

また、現状における ASC-H、AGC の誤った使い方についてもお話していただきました。 

 

＊ASC
アスク

- H
ハイ

：高度扁平上皮内病変疑い 

＊AGC  ：腺異型または腺癌疑い    

  

研修会名 平成 24 年度 第 7 回 病理細胞検査研究班研修会 

開催日 平成 25 年 3 月 9 日（土） 

会場 静岡赤十字病院 本館４階 カンファレンスルーム 

参加人数 7 人 

研修会内容 

婦人科 1 例（静岡県立総合病院）、泌尿器 1 例（島田市民病院）、乳腺 1 例（焼津市立病

院）、耳鼻科 3 例（静岡赤十字病院）について症例検討が行われました。今回は難解症例に

加え、教育的な典型例も少数提示されました。 

難解例の中では細胞診と組織診の結果が乖離した症例について意見交換がなされ、今ま

で以上に慎重な判定の必要性を痛感しました。典型例においては、そこから派生する非典

型例の細胞所見まで含めた意見交換が行われ、基本的事項を再確認する良い機会になりま

した。 

合計 6 例について今回も活発な意見交換を中心とした有意義な研修会となりました。 

推定される病理診断 

研修会終了報告 
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１、開催日時  平成 25 年 2 月 23 日（土）午後 3 時 〜 午後 4 時 

２、開催場所  静岡県男女共同参画センター あざれあ 

３、会員数   1,484 名 

４、出席会員数 1,056 名 

５、総会次第 

開会の辞 

会長挨拶 

議長選出 

資格審査委員および議事運営委員の選出 

書記任命 

議事録署名人の選出 

総会議案 

第 1 号議案  平成 25 年度事業計画案 

第 2 号議案  平成 25 年度予算案 

その他 

報告事項  次期総会担当支部について 

書記解任 

議長解任 

閉会の辞 

 

（社）静岡県臨床衛生検査技師会•会議運営規程第 2 条及び第 3 条に

基づき、議長選出まで静岡県立総合病院の薗田 明広氏（総会担当支

部長）が仮議長を務める。 

 

１、開会の辞   伊藤 喜章（事務局長） 

２、会長挨拶    横地 常広（会長） 

３、議長選出    片瀬  史朗（聖隷健康サポートセンター） 

綾部 涼夫（静岡市立静岡病院） 

以上 2 名が選出、承認される。 

４、資格審査委員選出      

朝比奈 博（市立島田市民病院） 

八木 貴美子（静岡済生会総合病院） 

岩田 一美（静岡赤十字病院） 

北野 遼 （JA 静岡厚生連 清水厚生病院） 

宮崎 三枝（静岡市静岡医師会 健診センター） 

石崎 美恵（藤枝平成記念病院） 

以上 6 名が選出、承認される。 

会議運営規程第 6 条により、資格審査委員は議事運営委員を兼務する

ものとする。 

５、書記任命 

加瀬澤 友梨（静岡市立清水病院） 

石原 美弥子（焼津市立総合病院） 

定款第26条及び会議運営規程第8条により、以上2名が任命される。 

６、総会定足数の確認 

 

議長 

定款第 23 条による「会議の定足数」が満たされているか否かを確

認の上、報告するよう資格審査委員に求める。 

 

資格審査委員 

静臨技現会員数、本日現在 1,484 名、本日の総会出席者 38 名、定

款第 25 条第 2 項による書面表決出席者 1,018 名、出席者総数 1,056

名であり、会員過半数 742 名を上回っているので、本総会は定款第

23 条により成立する旨、報告する。 

 

７、議長宣言 

資格審査委員の報告に基づき、通常総会の成立を宣言する。 

８、議事録署名人の選出 

長谷川 正 （藤枝市立総合病院） 

横地 常広 （会長） 

 

定款第 26 条及び会議運営規程第 16 条第 2 項及び第 3 項により、議

事録は、議事録署名人が確認、署名押印の上、総会終了後 1 ヶ月以内

に当会会長に提出する旨、依頼する。 

 

９、総会議案審議 

≪第 1 号議案•平成 25 年度事業計画案≫ 

  横地会長より平成 25 年度事業計画案について上程された。 

  次に各部局長より上程された。 

    事務局事業計画案        伊藤 事務局長 

    組織調査部事業計画案      原田 組織調査部長 

    学術部事業計画案        三宅 学術部長 

    渉外広報部事業計画案      松岡 渉外広報部長 

 

 上程内容については、総会議案書を参照。 

議長より、第 2 号議案が第 1 号議案と関連する予算案となっている

ので、第 2 号議案上程後、一括質疑とする旨、説明がなされた。 

続けて、第 2 号議案の上程を求める。 

 

≪第 2 号議案•平成 25 年度予算案≫ 

  豊田会計部長より平成 25 年度予算案が上程された。 

  上程内容については、総会議案書を参照。 

議長 

第 1 号•第 2 号議案についての質疑に入る。質問のある方は、挙手

の上、所属、氏名を述べてから発言をするよう求めた。 

 

～会場より挙手あり～ 

静岡県立こども病院 高木義弘氏からの意見およびそれに対する回

答を示す。 

【意見】 

予算案の収入の部で、公益事業の開催に関して「寄付金」が、

1,800,000 円計上されていますが、寄付金が目標額集まらない場合ど

う対応されますか。また、公益法人を視野に入れた「公益目的事業」

の企画は良いのですが、従来から事業展開している学術活動などに予

算面で影響が出る可能性はありませんか。 

 

議長 

質問に対する説明を執行部に求める 

 

【意見の回答】横地会長 

ご意見ありがとうございます。公益事業展開を積極的に進め、地域

医療への貢献、職種としての知名度を上げるなど、広く一般市民の

通常総会（平成２５年度予算総会）議事録 
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方々に「臨床検査技師」を知っていただく活動を展開していきたい。

平成 24 年度の公益事業（けんさのひみつ展）の開催実績を医療関連

団体（看護協会、放射線技師会、薬剤師会、臨床工学士会、など）に

報告し、次年度は、共催していただけるように働きかけをし、当会か

らの事業支出の縮小を目指していきたい。事業展開の柱である「学術

活動」「精度管理事業」などの足かせとなるような過度な公益活動に

ついては考えていない。 

 

【意見の回答】豊田会計部長 

25 年度予算案の寄付金収入は 1,800,000 円ですが、今年度実施予

定（3/9･10 開催）の公益事業に対する寄付金は、100 万円強を見込

んでいます。来年度は、より多くの賛助会員の理解と賛同を得られる

ことを期待しております。また、まだ未経験の新規事業であり、実績

を踏まえた上で、寄付金を含めた経理状況により規模の縮小なども考

えます。いずれにしても、技師会事業全体における「公益事業」のバ

ランスは考慮します。 

 

議長 

他に発言する会員がいるか確認する。～他に発言する会員なし～ 

議長 

質疑がないため、書面出席者による当議案反対理由が記載されてい

れば、議事運営委員より公表するよう求めた。 

 

議事運営委員 

第 1 号、2 号議案に対する反対理由の記載がない旨、報告。 

議長 

第 1 号議案「平成 25 年度事業計画案」について挙手による承認を

求める。〜出席者の挙手を議事運営委員が数える〜 

議長 

議事運営委員に、本案書面表決結果を含めての報告を求める。 

議事運営委員 

第 1 号議案に対する結果は、本日の会場出席者の賛成 38 名、反対

0 名でした。本案に対する書面表決の結果は、賛成 1,018 名、反対 0

名、無効 0 名の旨、報告する。 

 

議長 

定款第 24 条の出席構成員の過半数以上の賛成により、第 1 号議案

「平成 25 年度事業計画案」の承認可決を宣言する。 

議長 

第 2 号議案「平成 25 年度予算案」について挙手による承認を求め

る。 

〜出席者の挙手を議事運営委員が数える〜 

議長 

議事運営委員に、本案書面表決結果を含めての報告を求める。 

 

議事運営委員 

第 2 号議案に対する結果は、本日の会場出席者の賛成 38 名、反対

0 名でした。本案に対する書面表決の結果は、賛成 1,018 名、反対 0

名、無効 0 名の旨、報告する。 

 

議長 

定款第 24 条の出席構成員の過半数以上の賛成により、第 2 号議案

「平成 25 年度予算案」の承認可決を宣言する。  

 

《 議長交代 》 

議長 

会議運営規程第 11 条に基づく「議案提案および動議」について確

認する。議事運営委員に「議案提案および動議」の報告を求める。 

 

議事運営委員 

「修正動議および緊急提案」の届け出無い旨報告する。 

 

議長 

会場にその他の意見の報告を求める。 

〜会場からその他の意見なし〜 

議長 

書面によるその他の意見の報告を求める。 

議事運営委員 

その他の意見代読 (意見 １～ 4) 

【意見 １】 

研修会で、「健診に役立つ～」みたいな健診業務に携わる人も気軽

に出かけられるものを企画してほしい。トラブルなどもあると思うの

で「どう対処したら良かった」などの座談会みたいな感じのものでも

良いのではないでしょうか？健診しか普段行っていない私達のよう

な職場では今の研修会は敷居が高いです。 

池ケ谷 やす代 ＜（公財）静岡県予防医学協会＞ 

【意見 ２】 

一般社団法人への移行認可に当たり、役員の皆様には大変なご苦労

とご尽力があった事と推察いたします。ありがとうございました。感

謝申し上げます。また、新法人の予算成立、おめでとうございます。 

田代 守義 ＜伊豆保健医療センター＞ 

【意見 ３】 

一般社団法人への移行も決まり、県の検査学会も開かれ、静臨技ニ

ュースなどの中身もずいぶんとグレードアップし、役員の方々のご苦

労がしのばれます。静臨技のために力を尽くして下さり有難うござい

ます。 

鈴木 佳子 ＜JA 静岡厚生連 遠州病院＞ 

【意見 ４】 

役員の皆様、今年一年ご苦労様でした。来年もまたよろしくお願い

いたします。            武智 靖 ＜三島中央病院＞ 

 

議長 

意見に対する説明を執行部に求める 

【意見１の回答】三宅学術部長 

貴重なご意見ありがとうございます。 臨床検査技師の業務も診療

の場面だけでなく、健診業務など多くの場面での業務形態があります。

執行部といたしましても、研究班の班長会議で申し送りたいと思いま

す。会員の皆さんが気軽に参加できる研修会を企画していきたいと思

っておりますので、今後も会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

【意見２・３・４の回答】伊藤事務局長 

日々、技師会活動にご理解とご協力ありがとうございます。そして

励ましのご意見うれしく頂戴いたしました。 新法人移行後も、会長

を中心に静岡県臨床衛生検査技師会の活動に理事一同頑張りますの

で、ご協力の程よろしくお願いします。 

 

議長 

会場にその他の意見の報告を求める。 

 

榛葉幹事より意見が報告される 

【意見】 

私の方から、今回の総会における議案事項およびその他の意見に関

して一言お願いがございます。1,400 名ほどの会員数がいて議案書の

意見が 4 名というのはあまりにも少ないと感じます。当日の総会に出

席できない方は議案書の紙 面上で議案の賛否も含め意見を積極的に

記載し、会への参加をして頂きたいと願います。 

 

議長 

再度、会場にその他の意見の報告を求める。 

〜会場からその他の意見なし〜 

議長 

山口常務理事に報告事項の説明を求める 

 

山口常務理事 

次期総会の開催地は静岡市であり、担当支部は西部支部である事を

説明する。 

 

議長 

本総会におけるすべての審議が滞りなく終了したことを宣言する。 

 

以上で本日の通常総会における全ての審議終了。 

 

１０、書記解任         議長は書記を解任する。 

１１、議長解任         議長解任挨拶 

１２、閉会の辞         薗田常務理事 

 

以上をもって、本日の通常総会の議案全ての審議を終了、午後 4 時散

会となった。
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平成 25年 4月 1日より 

社団法人静岡県臨床衛生検査技師会は 

一般社団法人静岡県臨床衛生検査技師会 
へと法人移行しました。 

 

 

 

【補足】 

 定款及び細則集は冊子が出来次第、各会員に配布します。 

 印刷物、ホームページ、書類等、旧名称での運用もしばらくは残ると予測されますが、 

随時更新していく予定です。 

何か気がついたところ等ありましたら技師会事務所までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 精度保証施設認証制度の承認について 
 

平成 24 年度の精度保証施設認証制度への申請・更新申請は、47 都道府県で 369 施設の 

申請がありました。 

平成 25 年 3 月 9 日（土）に開催された執行理事会において、申請施設中の 366 施設が 

承認されました。各施設の「認証書」は、認証料（登録料）入金締め切り後、4 月下旬頃の発送を予定

しているそうです。 

 

≪静岡県の平成 24 年度 承認施設名≫ 

 浜松医科大学附属病院（更新）  静岡県立総合病院（更新）  富士宮市立病院（更新） 

  静岡市立病院（更新）   磐田市立総合病院（更新）   伊豆保健医療センター（更新） 

  富士市立中央病院（新規）   榛原医師会臨床検査センター（新規） 

  静岡県立静岡がんセンター（新規） 

お知らせ 

今後ともよろしくお願いします 

髙島理事、渡辺監事は所用にて同席できませんでした 

学術部からのお知らせ 
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平成 25年度（第 30回）静岡県臨床検査精度管理調査について 

 

静岡県臨床検査精度管理調査の Web による参加申し込みを、平成 25 年 3 月 25 日（月）から

開始しております。参加申込期限が 4 月 6 日（土）までになっておりますが、今年は Web 初挑戦

という事で混乱が予想されますので、4 月 13 日（土）まで申し込み期限を延長致します。 

各施設の精度管理担当者の方は、再度ご確認をお願い致します。 

不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。 

 

               静岡県医師会臨床検査精度管理委員会 統括 薗田 明広 

静岡県立総合病院   

TEL ：054-247-6111 

Email：shizuoka_pref_ghp_as@livedoor.com 

 

 

 

 

 

 

 “第４回静岡県医学検査学会” 

 “決算総会” および“60周年記念式典”の開催について 
 

“第４回静岡県医学検査学会”を、平成 25 年 6 月 22 日（土）9 時より、あざれあ（ 静岡市）

にて開催します。学会テーマは『チーム医療と求められる臨床検査技師』～検査室の質向上を目

指して～として、教育公演に「日臨技チーム医療推進検討委員会委員長 奥田 勲先生」をお招き

し、『日臨技としてのチーム医療への取り組み ～優先課題「検査説明・相談のできる検査技師育

成」～』と題してご講演をいただきます。また、一般演題の発表の他にシンポジウムは各施設に

おけるチーム医療の活動報告とディスカッションを行います。 

その他に今回は、ランチョンセミナーを行い『B 型慢性肝炎の治療と HBs 抗原定量の価値(ア

ボット社)』『感染制御の世界事情(シスメックス社)』『分注器・検体搬送システムの有用性(アイ

ディーエス社)』の 3 社にご講演いただきます。本学会は、準備の都合により参加者を事前登録さ

せていただきますので、申込みは次号でご案内します。 

 なお、学会終了後の 16 時より同会場で“平成 24 年度静臨技決算総会”を行い、17 時からは別

会場のグランドホテル中島屋にて“静臨技発足 60 周年記念式典”を開催します。 

 多数のご参加をお待ちしています。

精度管理委員会からのお知らせ 

組織部、西部支部からのお知らせ 
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臨床検査関連研修会・講習会 (1) 

平成 25 年 3 月 20 日までに申請を受理し承認された研修会等を、下表のとおりお知らせします。 

平成 25 年（4）（敬称略） 

日時・会場・参加費 研修内容・講師（敬称略） 点数・担当・連絡先 

 

4 月 13 日（土） 

14：00～17：00 

 

 静岡赤十字病院 

3 号館 研修室 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

平成 25 年度 第 1 回 臨床化学研究班研修会 

 

1. 検査の価値 

 B 型慢性肝炎治療における HbsAg 定量の 

臨床的意義  

  アボットジャパン株式会社 事業企画室 

                澤野 薫 先生 

2. 症例から学ぶ 

 全く異常のないデータから異常を見つける 

  静岡県立総合病院 総合診療科センター長 

                   袴田 康弘 先生 

臨床化学担当者以外でも新入会員からベテランの方

まで興味のある方ぜひご参加下さい。 

 

No.（130000475） 

検体―専門―20 点 

静岡厚生病院 

高林 保行

(054-271-7177) 

 

 

 

4 月 20 日（土） 

14：00～17：00 

 

 静岡市立静岡病院 

12Ｆ 講堂 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

平成 25 年度 第 1 回 血液検査研究班研修会 

 

『凝固の基礎～PT･APTT の異常値の見方、考え方』 

  三菱化学メディエンス      澤畑   一樹 先生 

 

『臨床医が検査技師に求める知識』 

  富士市立中央病院 内科部長   藤井  常宏 先生 

 

今回は第一講演に、凝固検査で最も多く検査される

PT・APTT の異常デ－タの見方、考え方、次にどんな

検査を進めていけばよいか？という凝固の基礎的な解

釈の仕方を講演していただきます。 

第二講演には臨床医として、こう言う情報は役立つ、

こうしてもらえれば助かるといった、実際のル－チン検

査で必要な血液検査全般について幅広くのお話をして

頂く予定です。 

日当直でも必要な知識の勉強会になりますので、血液

検査に携わっていない方々もぜひ御参加下さい。 

 

No.（130000431） 

検体―専門―20 点 

三島社会保険病院 

大橋 勝春

(055-9755545) 

 

 

 

4 月 27 日（土） 

14：00～16：30 

 

浜松市地域情報 

センター 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

平成 25 年度 一般検査研究班研修会 

 

14：00～15：00 

『便潜血検査の有用性と最新トピックスを中心に』 

        栄研化学株式会社  志賀 常雄 先生  

15：00～16：00 

『尿中異型細胞の見方』 

      豊橋市民病院     山本 明美 先生 

日頃、異型細胞の鑑別に苦慮することがあると思いま

す。今回は、病理細胞診、尿沈渣の両面から見た異型細

胞の鑑別ポイントを、症例を交えてご講演いただきま

す。 

 

No.（130000419） 

検体―専門―20 点 

JA 静岡厚生連  

遠州病院 

外波山 幸稔 

(053-453-1111) 

 



9 

 

臨床検査関連研修会・講習会 (2) 

 

日時・会場・参加費 研修内容・講師（敬称略） 点数・担当・連絡先 

 

5 月 11 日（土） 

14：00～17：00 

 
男女共同参画センター 

あざれあ 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

平成 25 年度 輸血検査研究班研修会 

 

1．輸血検査の超基礎講座          

市立島田市民病院    亀山 拓哉 技師 

2．認定輸血検査技師試験への対策    

焼津市立総合病院    橋ヶ谷 尚路 技師 

3．合格者からのアドバイス          

磐田市立総合病院    山本 麻貴 技師 

 

輸血のための検査マニュアルの解説を行います。輸血

検査の経験が 1～3 年位の方を対象にした超基礎講座で

す。当日は、輸血のための検査マニュアルを印刷してご

持参下さい。 

詳細は、静岡県臨床衛生検査技師会ホームページの  

学術事業 ＞ 輸血検査研究班 ＞ 研修会案内 をご参

照下さい。 

 

また、昨年の認定輸血検査技師試験に合格した技師か

らアドバイスをいただきます。 

 

No.（130000813） 

検体―専門―20点 

市立島田市民病院 

亀山 拓哉 

(0547-35-2111) 

 

 

5 月 24 日（金） 

18：30～20：45 

 

市立島田市民病院 

本館 2F 栄養指導室 

 

参加費   無料 

 

静岡県標準化事業 第２回中西部地区意見交換会 

 

＜事例報告＞ 

1. 点滴ライン採血の可能性を疑った事例から 

学んだこと 

静岡県立総合病院 村越 大輝 技師 

2. 開業医から紹介された患者の HbA1c デ－タの 

乖離例からの教訓 

藤枝市立総合病院 長谷川 正 技師 

 

＜意見交換＞   

・精度管理について 

・各検査室で抱える問題点について 

 

No.（130001533） 

検体―専門―20点 

静岡県立総合病院 

薗田 明広

(054-247-6111) 

 

 

5 月 26 日（日） 

10：00～17：00 

 

浜松医科大学 

講義実習棟 

3 階実習室 

 

参加費   3,000 円 

 

事前申し込み制 

第７回 寄生虫検査・実習研修会 

 

静岡県寄生虫症研究会では、「寄生虫検査のレベル 

向上」のために、下記の要領で第７回寄生虫検査・実習

研修会を企画しました。 

原虫類、蠕虫類の各種寄生虫の標本作製と顕微鏡観察

実習を行います。平素の疑問点や意見交換の場としても

本研修会をご活用いただけますよう、ご案内申し上げま

す。 

 

参加資格：静岡県寄生虫症研究会会員 

（非会員の方は当日研究会年会費 1,000 円をあわせて

いただきます） 

 

No.（ 130000509） 

検体―専門―20 点 

JA 静岡厚生連  

遠州病院 

外波山 幸稔 

(053-453-1111) 
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臨床検査関連研修会・講習会 (3) 

 

 

 

 

 

４月 

    ６日（土）平成 25 年度 研究班班長会議          ：あざれあ 

１３日（土）平成 25 年度 第 1 回 臨床化学研究班研修会   ：静岡赤十字病院 

１８日（木）静岡県臨床衛生検査技師会 平成 24 年度監査  ：技師会事務所 

２０日（土）平成 25 年度 第 1 回 血液検査研究班研修会   ：静岡市立静岡病院 

   ２３日（火）平成 25 年度 第 1 回 理事会          ：技師会事務所 

２７日（土）平成 25 年度 第 1 回 一般検査研究班研修会   ：浜松市地域情報センター 

  

 ５月 

   １１日（土）平成 25 年度 第１回 輸血検査研究班研修会   ：あざれあ 

２４日（金）静岡県標準化事業 第 2回 中西部地区意見交換会 ：市立島田市民病院 

２６日（土）第７回寄生虫検査･実習研修会         ：浜松医科大学 

未 定   静岡県臨床衛生検査技師会 常務理事会・理事会 ：技師会事務所 

 

日時・会場・参加費 研修内容・講師（敬称略） 点数・担当・連絡先 

 

6 月 22 日（土）   

 9：00～14：10 

 
男女共同参画センター 

あざれあ 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円  

 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

 

  第 4 回 静岡県医学検査学会 

  

一般演題      8 題 

ランチョンセミナー 3 題 

シンポジウム    4 題を予定しています。 

 

   会員カードを持参してください 

 

No.（130001432） 

学会―専門―20点 

聖隷三方原病院 

山口 浩司 

(053-436-1251) 

 

6 月 22 日（土）   

 14：20～15：40 

 
男女共同参画センター 

あざれあ 

 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

 

  平成 24 年度  決算総会  

     

      会員カードを持参してください 

 

No.（130001443） 

組織―基礎―30点 

聖隷三方原病院 

山口 浩司 

(053-436-1251) 

 

7 月 20 日（土）   

 14：20～15：40 

 

静岡県立総合病院 

循環器センタ-６階 

つつじホ-ル 

 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

 

平成 25 年度 第１回 静岡県標準化事業講習会 

 

1、平成 24 年度日臨技および静臨技臨床検査 

デ－タ標準化事業報告（全国代表者会議より） 

            静岡県標準化委員会  

2、点滴ライン採血の可能性を疑った事例報告から 

   ～ 急性腎不全の病態ほか ～ 

      静岡県立総合病院  村越 大輝 技師 

 

＜特別講演＞ 

  肝疾患と検査データ    講師未定 

※講演内容等、詳細は静臨技会報５月号に掲載致しま

す。内容を変更する場合がありますので、会報・ホーム

ページにてご確認下さい。 

 

No.（130001544） 

検体―専門―20 点 

静岡県立総合病院 

薗田 明広

(054-247-6111) 

平成２５年 ４月・５月の行事予定 
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＊ 求 人 情 報 ＊ 
 

静臨技では、ホームページに求人情報の掲載を行っています。 
 

 

求人情報掲載の申し込み方法等のお問い合わせ先 
 
 

〒410-2211 伊豆の国市伊豆長岡１１２９ 

順天堂大学医学部附属静岡病院 検査室 勝又 俊郎 まで。 

E-mail：jtd_kensa_tk@yahoo.co.jp TEL：055-948-3111 （内線 1021） 

 

 

 

 

 

 
静臨技ホームページに静臨技ニュースバックナンバー（抜粋版）を掲載しました。 

カラー版ですので是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

☆ 会員投稿募集 ☆ 

 

 

会員の皆様の原稿を募集しています。ジャンル等は問いません。 

ご意見・情報等お待ちしております。 

渉外広報部（編集責任者）松岡敏彦まで t.matsuoka@hmedc.or.jp

静臨技会員数 2013/3/20 現在  

1,482 名 日臨技総合情報システムより 

渉外広報部よりお知らせ 


