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第 4回静岡県医学検査学会、（一社）静岡県臨床衛生検査技師会創立 60 周年 

および一般社団法人への移行記念式典参加申込みについて 

 

４月号会報ですでにお知らせしてありますように、6 月 22 日(土) 9:00～16:00 ま

で“あざれあ”（静岡市）にて第 4 回静岡県医学検査学会・総会を開催します。 

今回の学会は生涯教育点数の事前登録および当日の受付作業の簡素化、初めての試

みとなりますランチョンセミナー開催準備のために、参加される方には事前申込みを

お願いすることとしました。恐れ入りますが次頁の参加申込書に必要事項を記入の上、

静臨技事務所に FAX をお願いします。 

 

なお、総会終了後、（一社）静岡県臨床衛生検査技師会創立 60 周年および一般社団

法人への移行記念式典を別会場（静岡グランドホテル中島屋）で開催します。 

多くの会員・賛助会員の参加をお願い致します。 

つきましては県学会同様に参加申込書に必要事項を記入の上、静臨技事務所にFAX

をお願いします。 

 

 県学会、創立 60 周年および一般社団法人へ

の移行記念式典参加申し込み 

…… 1～2 

 けんさのひみつ展報告と参加者の感想 …… 3～5 

 けんさのひみつ展アンケート結果 …… 6～9 

 研修会終了報告他 …… 10～11 

 研修会・講習会案内 …… 12～13 

 5 月・6 月の行事予定他 …… 14 

 会員の異動 …… 15 

5月号の内容 

カーネーション：carnation ナデシコ科 

静臨技よりお知らせとお願い 
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第４回静岡県医学検査学会 参加申込書 
日 時：平成 25 年 6 月 22 日(土)  会 場：あざれあ(静岡市) 6 階大ホ－ル 

受 付：9 時から、 開会：9 時 30 分、 閉会：16 時 00 分 

学会参加費：￥1,000 ※当日受付にてお支払いください。 

 申込日 平成 25 年５月  日 

 

氏 名 
（会員番号．         ） 

施設名 （施設 No．         ） 

連絡先 

住所〒 

TEL               FAX              

E-mail  

（連絡事項） 

 

（一社）静岡県臨床衛生検査技師会創立 60 周年 

および一般社団法人への移行記念式典  

 

第４回静岡県医学検査学会終了後、別の会場で開催します。 

会 場：静岡グランドホテル中島屋(3 階オリーブ) 

受 付：16 時 30 分から、 式典開会：17 時 00 分、 祝賀会開宴：18 時 00 分 

参加費：1０,000 円 ※式典会場受付にてお支払いください。 

申込日 平成 25 年５月  日 

 

氏 名 
（会員番号．         ） 

施設名 （施設 No．         ） 

連絡先 

住所〒 

TEL               FAX              

E-mail  

（連絡事項） 

 

詳細は学会抄録集をご覧ください。多数のご参加をお待ちしています。 

・申込書に必要事項を記入し、静臨技事務所宛に FAX をお願いします。 

・提出締切日：5 月 31 日(金) 

送付先：静臨技事務所 FAX 054-287-4113 

ランチョンセミナー 

参加希望 

□参加 ⇒ □ｼｽﾒｯｸｽ社 □ｱｲﾃﾞｲｴｽ社 □ｱﾎﾞｯﾄ社 

□不参加            ※□にチェックを入れてください。 

参加申込書 

ふりがな 

ふりがな 
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“大盛況だったけんさのひみつ展” 
 

中部支部長 薗田 明広 

けんさのひみつ展については４月の会報に速報で掲

載され、多数の一般市民の方に来場いただき大盛況に終

わったことは既にご存じのことと思います。来場者アン

ケ－トの集計でも、説明が大変分かり易かったという声

が大多数を占め、今後の継続的開催に向けて大きな弾み

となりました。開催にあたり運営にご協力いただきまし

た検査技師の皆さん、ならびに試薬メ－カ－や問屋さん

などの賛助会員の皆さん、本当にありがとうございまし

た。検査説明をする貴重な機会となったということで、

検査技師のみならず賛助会員の皆さんからも大変好評

をいただきました。今後は、糖尿病教室や SMBG 指導をはじめとした様々な検査説明の場で役立てて

いただければ幸いです。 

参加していただいた皆さんから、下記のような嬉しい感想をいただきましたのでご一読下さい。とて

も良かったという感想がいっぱい書かれています。また、アンケ－ト結果からも来場者の関心の深さが

伺えます。興味のある方は、次回開催時には、是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

                            

北野 遼（JA 静岡厚生連 清水厚生病院） 

検査技師紹介を担当させていただきました。一般の

方にとって『検査技師』という名前は｢聞いたことがあ

る…｣くらいで何をしているのか。どこで仕事している

のか。正確には知らない仕事だったと思います。実際

に今回の紹介でも、｢検査技師は採血できるの！？｣と

いう声もきかれました。 

このような公益目的事業に参加した経験がなく、普段

の業務とは異なるため最初はとまどうことも多かった

ですが、他施設の方と協力しながら説明していくことで、

多くの来場者の方に健康増進・検査の内容について、興

味を持っていただくことができ、自分自身も良い経験を

させていただいたと思います。このような機会があれば

また是非参加したいと思います。 

 

吉田 早織（JA 静岡厚生連 静岡厚生病院） 

臨床検査技師を知らない方が多くいましたが、興味を

持って話を聞いてくれて、実際に様々な体験を通して理

解していただけたと思います。面白そうだなと思うコー

ナーや会場で初めて知ったこともありました。説明す

ることは難しかったですが、楽しかったです。（職業紹

介ブース担当） 

 

提坂 祥子（静岡済生会総合病院） 

超音波の原理を担当しました。超音波検査を始めて 1

年程の私は、フルーツやタコ・卵・コンニャクを寒天

で固めたもの、水槽の中の金魚などにプローブをあて、

来場者と一緒に映し出される画像をみて自分自身も楽

しみ、また来場者にもわかるように説明する難しさも

実感し良い経験となりました。 

『けんさのひみつ展』に参加して』 

職業紹介ブース 

血液・昆虫の顕微鏡観察 

細菌検査の紹介と塗抹体験 



4 

 

 

池田 聡子（静岡赤十字病院） 

腹部超音波検査を担当しました。模型を使い実際にエコー検査を体験してもらう事で一般の方にも分かり

易く説明できました。子供達もたくさん来場してくれました。今後もこのような活動を通して「臨床検査」

を多くの方に知って頂けたら良いと思いました。 

 

加藤 好洋（聖隷浜松病院） 

今回参加する事で、相手に理解してもらうことの難しさを改めて実感しました。プレゼンテーションの実

践としても大変貴重な経験となりました。（がん撲滅ブース担当） 

 

 

横井 晴美（静岡県立こども病院） 

皆様、本当におつかれさまでした。町内会の防災訓練で AED の講習を 1 度うけた私が、今度は説明する

立場に！興味はあるけれど遠まきに見ている来場者の方にそっと近づき、AED、心肺蘇生に参加していただ

きました。その体験が、いつかお役にたてればいいなと思いました。 

 

芦沢 ともみ（静岡県立こども病院） 

私は AED の説明担当として参加させていただきました。最初は、日頃の仕事で AED に触ることはありま

せんし、生理検査にも携わってないのでうまく説明できるか不安でした。しかしメーカーの方のご協力もあ

り、何回かやっていくうちにすらすらと説明できるようになりました。人形の胸骨圧迫を繰り返しながら、

ずっとしゃべり続けていたので体力勝負でしたが、一般の参加者の方々とコミュニケーションがとれ、一緒

になって体感することができ楽しかったです。また日頃、患者さんと接することが少ないので、人に説明し

たり誘導したりする良い機会となりました。 

 「白衣を着た人は皆さん技師さんなんですか？」と聞かれた方が何人かいました。医師や看護師、薬剤師

と比べ認知度の低い職業の臨床検査技師ですが、このひみつ展で興味をもってくれた方は多いと思います。

小学生、中学生、高校生も来ており、中には「こんな仕事があるのか、将来やってみたいな！」と思ってく

れた学生がいたのではないかと思います。 

 今回は半日のみの参加でしたが、余裕があれば自分も他の展示を見てまわりたいと思うほど、おもしろ

い内容だったと思います。また次回機会があれば参加したいです。 

 

 

超音波検査装置の説明と体験 

解説「がん細胞」 

大活躍した金魚 
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石田 浩和（藤枝平成記念病院） 

私は、AED を担当しました。多くの来場者に説明を聞い

ていただきとても充実した１日でした。特に家族連れの方

が多く、親子みなさんで一生懸命心臓マッサージをしてい

る姿はとても微笑ましい光景でした。ただ、私自身 AED

についてしっかりと理解できていなかったため説明に少し

戸惑ってしまいました。もう少し勉強しておけばよかった

と思いました。あと、他のブースをのぞきにいきたかった

けど時間がなかったのが残念でした。 

 

足立 華美（静岡県立総合病院） 

私の担当部署は、体組成測定でした。最初、体組成って

何かな？と思いましたが、体重や体脂肪量、筋肉量を測定

し、肥満度や体脂肪率、内臓脂肪レベルなどを調べる検査

でした。いつも、病院の通常業務では、一般検査を主に担当しているので、自分にできるかなと思いました

が、実際に検査を行ってみると意外に簡単で、とても楽しくできました。子供からお年寄りまで、幅広い年

齢層の方達に体験してもらい、少しでも健康維持・増進の手助けができて、よかったと思いました。 

一緒に検査をした共立蒲原病院の島さん、機器の説明をしてくれた協和医科の高林さん、ありがとうござ

いました。また、このイベントが成功したのは、会長をはじめ運営に携わった理事の方々のおかげだと思い

ます。感謝します。また次回も機会があれば参加したいと思います。 

 

荒川 恵弥（静岡県立総合病院） 

体組成測定を担当させていただきました。体脂肪率や筋肉

量、内臓脂肪など普段から気になっている項目なだけに、み

なさん一喜一憂されていました。病院ではないので緊張感な

く参加されていた印象があります。今回の測定で、自分自身

のからだと向き合うきっかけになっていただけたかと思い

ます。 

 

五十嵐 千春（聖隷健康サポートセンター静岡） 

骨密度検査は多くの来場の方に体験していただきました。

皆様の健康への意識の高さや結果の捉え方を間近で感じ、誰

にでも解る結果説明やｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰの必要性を再認識しました。 

 

辻 亜友子（JA 静岡厚生連 静岡厚生病院） 

たくさんの人が臨床検査技師の仕事に興味を持って会場に足を運んでくれてびっくりしました。自分たち

の仕事をわかりやすく説明するのは、思っていたより難しかったです。 

普段の仕事よりも大変でしたが、他施設の技師とも交流できて有意義な１日になりました。 

大変でしたけど、楽しかったです。（骨密度測定ブース担当） 

 

落合 真澄（静岡県立総合病院） 

けんさのひみつ展で SMBG による血糖測定を行いました。

家族そろって測定される方のほとんどが、家族内でほぼ同じ

くらいの血糖値を示し、日頃の食生活への注意が非常に重要

だと気付かされました。また、一般の方に食後高血糖の危険

性について知ってもらえることができ、良かったと思います。 

 

久住 裕俊（静岡県立総合病院） 

今回「けんさのひみつ展」に参加し、一般の方に糖尿病に

関する検査の説明をさせていただきました。普段の業務では

患者様に検査の説明をする機会が少なく、今回参加したこと

でとてもよい勉強になりました。日臨技でも「検査の説明が

できる臨床検査技師」の育成を進めているので、今後このよ

うな機会があれば、また参加させていただき自分自身の成長に繋げていきたいと思います。 

  

AED・心肺蘇生の体験 

自己血糖測定(SMBG)コーナー 
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年齢 性別
件数 割合 男性 298 36.9%

0～9 38 4.7% 女性 501 62.1%
10～19 102 12.6% 無回答 8 1.0%
20～29 50 6.2% 合計 807
30～39 147 18.2%
40～49 179 22.2%
50～59 94 11.6%
60～69 103 12.8%
70～79 63 7.8%
80以上 17 2.1%
無回答 14 1.7%
合計 807

 

 
       

来場者数   1,551 人（9 日 743 人、10 日 808 人） 

 アンケート回収 807 枚（52.0％）  

 

（複数回答あり）

1 学校配布 192 23.8%
2 病院 140 17.3%
3 インターネット 30 3.7%
4 知人 119 14.7%
5 その他 324 40.1%
6 無回答 10 1.2%

その他内訳
偶然会場に来て 168件
新聞で見た 56件
ＴＶで見て 30件
家族から聞いた 10件
ラジオで聞いた 7件
病院以外でパンフレット 7件
関係者 2件

0 100 200 300 400

学校配布

病院

インターネット

知人

その他

無回答

『けんさのひみつ展』アンケート結果

に参加して』 

問 2 「けんさのひみつ展」でどのコーナーがおもしろかったですか？ 
1. 糖尿病コーナー             2. 超音波のコーナー   

3. がん撲滅（顕微鏡）コーナー        4. 蘇生（AED）体験コーナー 

5. 体成分測定                              6.  骨密度測定 

7. 臨床検査技師の仕事コーナー 

8. その他（                    ） 

問 1 「けんさのひみつ展」を何で知りましたか？ 
1. 学校配布のパンフレットを見て       2. 病院にあったパンフレットを見て 

3.インターネットで             4. 知人から 

5.その他（                    ） 



7 

 

（複数回答あり）

件数 割合
糖尿病 291 36.1%
超音波 346 42.9%
がん 181 22.4%
ＡＥＤ 178 22.1%
体成分 222 27.5%
骨密度 283 35.1%
仕事コーナー 165 20.4%
その他 30 3.7%
無回答 2 0.2%

その他内訳
静脈可視化装置 10件
小腸カプセルカメラ 6件
動脈硬化 2件

時間がなくコーナーに行けず
16時までなのにすでに受付終了しておりおもしろくなかった
体成分、骨密度は時間の都合でできなかったがとても良い。自分を知るチャンスになる。
ＡＥＤは1回でだめなら2回3回できることを知らなかった
説明が丁寧でよかったです
タイツを脱ぐところがなくて骨密度ができなかった

0 100 200 300 400

糖尿病

超音波

がん

ＡＥＤ

体成分

骨密度

仕事コーナー

その他

無回答

（複数回答あり）

貧血検査 159 19.7%
肝機能 116 14.4%
腎機能 100 12.4%
糖尿 210 26.0%
心電図 195 24.2%
超音波 271 33.6%
脳波 220 27.3%
病理 233 28.7%
その他 24 3.0%
無回答 28 3.5%

その他内訳
胃カメラ 3件
血圧 3件
ＣＴ，ＭＲＩ 3件
血液検査全般 2件

脳ドック
細菌検査
動脈硬化
ＡＥＤ
ドックで要注意の4項目
全部。皮下脂肪、内臓脂肪などＭＲで調べてほしい。人間ドックでもはっきり言わないのが不満。
視力、聴力、めまい症、ドライアイなど
体成分測定
血管年齢が知りたかった

0 50 100 150 200 250 300

貧血検査

肝機能

腎機能

糖尿

心電図

超音波

脳波

病理

その他

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 3 病院や健診での検査でどの項目に興味がありますか？ 
1. 貧血の血液検査       2. 肝臓・胆のうの血液検査      3.腎臓の血液検査              

4. 糖尿病の検査      5. 心電図                      6.  超音波検査 

7.  脳波検査         8. 病理組織(がん)検査 

9.その他（                    ） 
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大変わかった 439 54.4%
わかった 350 43.4%
わからなかった 12 1.5%
無回答 6 0.7%

知っていた 576 71.4%
知らなかった 228 28.3%
無回答 3 0.4%

（複数回答あり）

貧血検査 182 22.6%
肝機能 124 15.4%
腎機能 148 18.3%
糖尿 122 15.1%
心電図 161 20.0%
超音波 170 21.1%
脳波 346 42.9%
病理 182 22.6%
その他 63 7.8%
無回答 46 5.7%

その他内訳
ＣＴ，ＭＲＩ 10件
全般、色々なもの 8件
神経生理 3件
動脈硬化 3件
ピロリ菌 3件
静脈可視化装置 2件

0 100 200 300 400

貧血検査

肝機能

腎機能

糖尿

心電図

超音波

脳波

病理

その他

無回答

  

（１６０回答中）

なりたい 26 16.3%
興味 87 54.4%
なんとも 35 21.9%
興味ない 12 7.5%
合計 160

問 7 今後このようなイベントでとりあげてほしい検査はありますか 
1. 貧血の血液検査       2. 肝臓・胆のうの血液検査      3. 腎臓の血液検査              

4. 糖尿病の検査      5. 心電図                      6.  超音波検査 

7.  脳波検査          8. 病理組織(がん)検査 

9.その他（                    ） 

問 6 高校生以下の方、臨床検査技師になりたいですか（興味がありますか）？ 
1. なりたい   2. 興味がわいた   3. 何とも言えない  4. 興味がない 

問 5 臨床検査技師という仕事を知っていましたか？ 
1. 知っていた               2. 知らなかった 

問 4 説明はわかりやすかったですか？ 
1. 大変わかりやすかった    2. わかりやすかった         3. わからなかった 



9 

 

　その他ご意見

・ 名前は知っていてもどのように使うか、どんなことがわかるかなど詳しく紹介してほしい。
・ 有意義なイベントありがとう。
・ 筋力量、目、肌、髪の毛、つめ、耳,歯
・ 目、髪の毛、くちびる（なぜ青くなったりするのか）
・ 胎児写真
・ 親切に教えていただきありがとうございました。
・ メディメッセージにも行ってます。こういったイベントをもっとたくさんやってもらえると楽しんで医療の理解が
　進むと思う。

・ 体組成をやってみたかったが時間が無くあきらめました。次回は台数を増やしてください。
・ 頑張ってください。
・ 告知をもっと早く知りたかった。
・ ぜひともまたやってほしい。
・ 子供にも丁寧でした。また来たいです。
・ 検査ではないですが、日本では認可されていない薬、治療法についての説明
　多くの人が理解すればもっと医療が進むと思うから。

・ 体成分測定が混んでいて残念だった。
・ もう少し大きな声で説明してほしい。もう少し大きな会場で取り上げてほしい。
・ もっと積極的にラジオなどでも宣伝してほしい。
・ 資格をとれる大学の情報を
・ 人間ドックに行くようになり、このような健康に関する事項に大変興味がわきました。
　このようなイベントを定期的にやってもらいたいです。

・ 娘は臨床検査技師の資格があるが嫌で他の職についている。
・ 子供向けがいい
・ 看護師になりたい
・ 難しかった

（複数回答あり）

貧血検査 182 22.6%
肝機能 124 15.4%
腎機能 148 18.3%
糖尿 122 15.1%
心電図 161 20.0%
超音波 170 21.1%
脳波 346 42.9%
病理 182 22.6%
その他 63 7.8%
無回答 46 5.7%

その他内訳
ＣＴ，ＭＲＩ １０件
全般、色々なもの ８件
神経生理 ３件
動脈硬化 ３件
ピロリ菌 ３件
静脈可視化装置 2件

体組成をやってみたかったが時間が無くあきらめました。次回は台数を増やしてください。
内視鏡
血液について
質問コーナー
血液データ（栄養素などの不足を読む方法）
血液全般
検査の流れ
精神障害
出産前後の検査
血流の検査
トレッドミル
細菌検査
レントゲン
認知症の検査
鉄分測定
再生医療などの新しい技術について
視力、聴力
遺伝子等のいろいろな検査のことを知りたい
骨密度
内視鏡検査についても取り上げてください
人が倒れているときの救命処置
新しい検査方法の紹介など
関節の病気について
実際に自分で検査のシミュレーションをしてみたい
染色体やヒトゲノムについて

0 100 200 300 400

貧血検査

肝機能

腎機能

糖尿

心電図

超音波

脳波

病理

その他

無回答
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研修会名 平成 24年度 第 3回微生物検査研究班研修会 

開催日 平成 25 年 3 月 16 日（土） 

会場 静岡県立総合病院  つつじホール 

参加人数 36 人 

研修会内容 

今回は、「薬剤感受性について考えてみよう」をテーマに開催した。 

講演では、耐性菌の耐性機序から代表的な耐性菌について知識の整理をすることができ

た。また、耐性菌については、判定基準の確認を行い、多剤耐性緑膿菌の併用効果を見る

測定方法の紹介もあった。微量液体希釈法の判定の統一ができるように、フォトサーベイ

を実施し、判定の基準、注意点について確認した。参加者の判定値と正解との差が大きい

ものがあったが、判定のポイントを教えていただいた。  

多くの施設で使用してい

る薬剤感受性検査の判定基

準は CLSI であるが、最近

話 題 と な っ て い る

EUCAST について、CLSI

との違いを教えていただい

た。EUCAST のデータの入

手方法も実際に行った。参

加者の質問にもその場で

EUCASTのHPを確認しな

がら答えていただいた。参

加者が施設に帰って、活用

できる内容であった。 

 
＊CLSI： Clinical and Laboratory Standards Institute (アメリカ臨床検査標準委員会)  

＊EUCAST ：European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

（ヨーロッパ抗菌薬感受性試験法検討委員会） 

  

研修会名 第 13回 静岡血液フォ－ラム 

開催日 平成 25 年 3 月 24 日（日） 

会場 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 2Ｆ 大会議室 

参加人数 129 人 

研修会内容 

第 13 回を迎えた静岡血液フォ－ラムが 3/24 に開催されました。今年も 100 名を超える

受講者で、県外からも多くの参加があり大盛況でした。 

第 1 講演は福岡大学医学部の阿南健一先生「形態診断の秘策」、 

第 2 講演は帝京大学医学部附属病院 島津千里先生「症例から考える、凝固線溶検査と

病態」の講演でした。 

実際の現場ですぐに役立つ内容で、受講者の皆さんも興味深く聴講していました。 

研修会終了報告 
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研修会名 平成 25年度 第 1回 臨床化学研究班研修会 

開催日 平成 25 年 4 月 13 日（土） 

会場 静岡赤十字病院別館 3 号館 研修室 

参加人数 51 人 

研修会内容 

まず、アボットジャパン株式会社 事業企画室の澤野 薫先生に B 型慢性肝炎治療にお

ける HbsAg 定量の臨床的意義について説明を受けました。具体的には、B 型慢性肝炎の

治療、核酸アナログ薬治療、IFN 治療と HbsAg 定量等についてです。 

次に静岡県立総合病院 総合診療科センター長の袴田 康弘先生に「普通は流してしま

うデータのすこし踏み込んだ解釈」と題して実際の症例を示しながら非常に分かり易く解

説して頂きました。 

好評ですので、ぜひ次回もお願いしよう！

と計画しています。次回もぜひご参加下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 4 月 6 日(土) 13：00～16：00 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 

4 階第 2 研修室において、研究班班長会議を開催しました。 

学術理事、会計部長、研究班班長、研究班副班長、会計の 18 名に参加していただきました。 

会議内容は、会計部長より研究班会計処理について、学術部より、各研究班より企画申請さ

れた平成 25 年度研修会事業予算内容、研修会開催の申請方法から終了報告についての説明が

おこなわれました。 

今回は、日本臨床検査薬協会（臨薬協）流通委員会副委員長の金子 大氏をお招きしてプロ

モーションガイドラインにつて説明をしていただきました。 

最後に、研究班からの質疑応答をおこない終了しました。 

 

***** 平成 25年度 静臨技研究班班長会議の報告 ***** 
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臨床検査関連研修会・講習会 (1) 

平成 25 年 4 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（5）（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 

 

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 

 

※会場が変更にな 

りましたので 

ご注意下さい。 

 

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 (2) 

 

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 14 日（金）   

 18：30～20：30 

 

沼津市立病院  

 

会員     300 円 

賛助会員  300 円 

非会員   600 円 

 

平成 25 年度 第１回 病理細胞研究班研修会 

 

症例提示施設 

 

・静岡医療センター 

・国際医療福祉大学熱海病院 

・順天堂大学静岡病院 

・静岡がんセンター 

 

婦人科･呼吸器･その他の症例を提供しスライド 

鏡検にて会員相互でディスカッションを行う 

 

共催：日本臨床細胞学会静岡県支部 

 

No.（130003748） 

検体―専門―20 点 

静岡県立 

静岡がんセンター 

本田 勝丈

(055-989-5222) 

 

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＞ 

  演題、講師未定 

 

※ 特別講演の内容については現在再検討中です。 

次回、静臨技会報６月号で掲載致します。 

 

No.（130001544） 

検体―専門―20 点 

静岡県立総合病院 

薗田 明広

(054-247-6111) 
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 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 

   １４日（火）第 30 回 精度管理試料の梱包作業        ：中北薬品  

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 

 

６月 

  １４日（金）平成 25 年度 第１回 病理細胞研究班研修会   ：沼津市立病院 

   ２２日（土）第 4 回 静岡県医学検査学会          ：あざれあ 

平成 24 年度 決算総会             ：あざれあ 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会  

   60 周年記念･法人移行記念式典および祝賀会 ：グランドホテル中島屋 

 

 

 

 

 

＊ 求 人 情 報 ＊ 

 
 

 (社) 静岡県臨床衛生検査技師会では、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 ☆ 
 

技師会では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 

平成２５年 ５月・６月の行事予定 

渉外広報部より 


