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メディメッセージ 2011（浜松） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

「メディメッセージ」はメディメッセージ実行委員会が主催し、8 月 31 日（土）～9 月 1 日（日）に

沼津市の『キラメッセぬまづ』で開催される一般の方を対象にした医療を紹介するイベントです。 

(HP: http://www.medi-message.com/event_top.php) 

医師会や放射線技師会・看護協会などの団体とともに、

静臨技も公益事業の一環として協力し、「がん撲滅」「検

診」「職業紹介」のブースを担当します。 

 オペ室や内視鏡治療

のデモンストレーショ

ン、手術支援ロボット

「ダヴィンチ」・最新救

急車の展示もあり見ど

ころも多く、静臨技の

担当する「がん撲滅」では病理細胞検査研究班と血液検査研究班の協

力により、悪性腫瘍の標本を顕微鏡を使って来場者に解説し、「検診」

では生理検査研究班の協力によりエコーやスパイロによる実測定を体

験していただきます。また「職業紹介」では臨床衛生検査技師の仕事

などについて分かりやすく紹介します。（具体的な表記や展示内容は変

更することがあります。） 

 来場予定人数は 2 日間で 7000 人以上が見込まれ、静臨技でも延べ

80 人のスタッフ参加を予定しています。現在、東部地区を中心に動員

の調整を行っていますので、ご協力をお願いいたします。 

 夏休み最後の週末に、伊豆の海や世界遺産の富士山とともにメディメッセージをお楽しみください。

皆様のご来場をお待ちしています。                  原田 勉（沼津市立病院） 

 メディメッセージ 2013 開催決定 …… 1～2 

 第 4 回静岡県医学検査学会報告 …… 2～5 

 研修会終了報告 …… 6 

 会員投稿 …… 7 

 研修会・講習会案内 …… 8～10 

 8 月・9 月の行事予定 …… 10 

 会員の異動 …… 11 

8月号の内容 

ハイビスカス：アオイ科フヨウ属の総称 

メディメッセージ 2013 開催決定 
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『第４回 静岡県医学検査学会』を終えて 

 第 4 回静岡県医学検査学会事務局 山口 浩司（聖隷三方原病院） 

 

6 月 22 日(土)静岡市『あざれあ』にて、『第４回静岡県医学検査学会』が

開催されましたので、前号の速報に続き、今回は演題の内容をご紹介します。 

今学会は、テーマを｢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、内容は従来の一般演題、シンポジウムに、教育講

演、ランチョンセミナーを加え、日程を半日開催から一日間に改めました。

しかし、各々の演題発表において質疑時間が充分に確保できなかったことな

ど運営に関して振返る点があり、次回は改善してより質の高い学会を目指し

たいと考えています。 

当日は心配された天候も爽やかな晴天となり、213 名と多くの方にご参加

いただき盛況裏に開催できましたことを感謝申上げます。 

 

メディメッセージ2013パンフレット 
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座長 浜松医科大学医学部附属病院 加藤さん 
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座長 磐田市立総合病院 清水さん 
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弘島さん     谷﨑さん     須田さん     清水さん 

  

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～ 

シンポジストの皆さん ありがとうございました 
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研修会名 平成 25年度 第 1回 静岡県病理細胞研究班研修会 (細胞) 

開催日 平成 25 年 6 月 14 日（金） 

会場 沼津市立病院 

参加人数 20 人 

研修会内容 

3 施設より 1 症例ずつ細胞診の症例提示が

ありました。 

稀少例や診断に苦慮する症例を提示してい

ただき、それらについてのとてもわかりやす

い解説もありました。 

1 施設からは、病理組織の凍結切片標本の

作製技術を教えていただきました。今後の業

務に活用していきたいと思います。 

  

研修会名 平成 25年度 静岡県標準化事業 第８回東部地区意見交換会 

開催日 平成 25 年 6 月 28 日（金） 

会場 三島市民文化会館 第一会議室 

参加人数 30 人 

研修会内容 

平日の夜にも関わらず 30 名の方に参加いただきました。 

聖隷沼津病院の伊藤技師には再検査中のデータを臨床側に開示するという新しい試みにつ

いてお話しいただきました。中伊豆温泉病院の原技師には東部地区を中心とした施設の基準

値をまとめていただき、今回は第一回として酵素項目の施設間差をお話しいただきました。

病院と健診業務では基準値の捉え方が違ってくるので両方を行っている施設の方にも何名

かお話しいただきました。意見交換では再検基準の話や使用しているシステムの話にまでお

よびました。第八回ということもありお互いに顔もなじみ発言も増えて、会の方針である１

人１発言が達成できたことと思います。 

  

研修会名 平成 25年度 第 2回血液検査研究班研修会 

開催日 平成 25 年 7 月 6 日（土） 

会場 ニッセイ静岡駅前ビル 会議室 

参加人数 100 人 

研修会内容 

今年度 2 回目の血液検査研究班研修会は「血液検査の基礎～最近の話題まで～」と銘打っ

て開催しました。 

今回は第 3 講演目に浜松医療センター病院長小林隆夫先生に「肺塞栓症予防対策と肺塞栓

症の予知は可能か」というテーマで講演をして頂きました。普段は目にすることの出来ない

血栓を除去する手術動画を盛り込んだスライドで、非常に興味のそそられる内容でした。 

また、杉澤技師と府川技師には血液担当

技師としておさえておきたいポイントや血

液検査室でできる臨床支援に関する内容の

ご講演をしていただきました。 

参加人数も 100 名を超え、大盛況でした。

今後もニーズに合わせた講演を開催し、多

くの技師のスキルアップに役立てれば幸い

です。 

研修会終了報告 
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患者さんの問診中。治療内容を説明したり、 

要望や悩みを聞く。 

医師に患者さんの要望や悩みを伝え、治療の

調整を行う。 

 

臨床検査技師の新たな職種への可能性 
 

静岡レディースクリニック 検査培養部 芝田里枝子 

 

私は現在、静岡レディースクリニックという医療機関で、

不妊コーディネーターという仕事をしています。 

静岡レディースクリニックには、臨床検査技師が合計 4名

在籍しています。 

うち 3名は検査業務とエンブリオロジスト業務、私が不妊

コーディネーターという役割を担っています。 

不妊治療は、社会の晩婚化に伴い、治療を求める人が大幅

に増加しています。 

2年間避妊をしなくても妊娠しないことを不妊症と定義し

ますが、現代では 10人に 1人が不妊ではないかとさえ言

われています。 

実際、当クリニックには毎日百数十人の方が来院され、体

外受精の件数も年間約 2,000件と、非常に多くの方がお悩

みであることがよく分かります。 

そんな中で、よく知られたエンブリオロジストとしてでは

なく、不妊コーディネーターとして、初診の患者さんの問

診をしたり、患者さんの悩みを聞き治療の調整を行い、少

しでも多くの患者さんに妊娠していただくことが私の役割

です。 

私は以前、総合病院に勤務していましたが、今の方が忙

しい状態です。 

ただ、当直がないことと、子どもの急病などで予定外にお

休みしなければならないようなときに融通がききやすいこ

と、検体だけではなく患者さんと直に接して治療に参画で

きることに、大変やりがいを感じています。 

臨床検査技師にとって、不妊の分野は比較的新しい領域だと思います。 

静岡県内では、専任の不妊コーディネーターを置いている医療機関はありませんし、全国的にも、臨床

検査技師が不妊コーディネーターをしている例は珍しいと思います。 

幸い、当院の経営陣は、臨床検査技師のことを非常に高く評価してくれていて、いろいろな分野への活

用を行ってくれます。 

 

これから益々発展していく不妊の分野、みなさんも是非、私たちの分野にも、注目して下さい！ 

（ちなみに、ただいま、臨床検査技師募集中です！） 

 

  

検査培養部内の検査技師メンバー 

精液データについてディスカッション中 

会員投稿 

検査培養部内の検査技師メンバー 



8 

  

臨床検査関連研修会・講習会 (1) 
平成 25 年 7 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（8）（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 

9 月 14 日（土） 

13：30～18：30 

 

アクトシティ浜松 

研修交流センタ− 

6 階 62 研修室 

研究会会員 1,000 円 

当日の入会可 

静岡県寄生虫症研究会 第 18 回研究総会 

 

特別講演 

『赤痢アメーバ症の診断：近縁種との鑑別と多型解析』 

         東海大学医学部 基礎医学系生体防御学    

橘 裕司 先生 

橘先生の特別講演と寄生虫症研究会会員の皆様による

一般講演の発表を予定しています。 

No.（120001532） 

検体―専門―20 点 

遠州病院 

外波山 幸稔 

（053-453-1111） 

9 月 28 日（土） 

14：00～17：30 

 

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 2 回 臨床化学研究班研修会 

① イムノアッセイにおける精度管理の考え方 

バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株) 

診断薬事業部マーケティング部   

                植村 康浩 先生 

② 甲状腺の基礎と TSH レセプター抗体（TRAb）の 

臨床的有用性 

          富士レビオ株式会社 学術サービス部 

  岡部 尚 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

まで興味のある方はぜひご参加ください。 

No.（130015561） 

検体―専門―20 点 

JA 静岡厚生連 

静岡厚生病院 

高林 保行 

（054-271-7177） 

9 月 28 日（土） 

14：00～17：00 

 

グランシップ  

会議室 1001-1 

 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

平成 25 年度 第 2 回 一般検査研究班研修会 

スキルアップをしよう ～ 尿一般検査 

 14：00～15：00  

「尿定性試験紙による精度管理調査の問題点と 

クリニテックノーバスの紹介」 
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株) 

 テクニカルサポートセンター 

              池上 孝徳 先生 

15：10～16：40 

「尿沈渣検査で推定できる病態」 

東京大学医学部附属病院 検査部  

第三部門一般検査室 宿谷 賢一 先生 

16：40～ 質疑・応答 

尿定性試験の精度保証、サーベイに関するお話と、 

各研修会でも人気の高い、宿谷先生に尿沈渣検査で推定

できる病態についてご講演をいただく予定です。 

No.（130016124） 

検体―専門―20 点 

静岡県立静岡がん 

センター内 

エスアールエル 

検査室 

新村 尚美 

（055-980-5680） 

10 月 19 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 3 回 血液検査研究班研修会 

 

『 末梢血液像の見方 基礎～実践 』 

医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院         

検査部  小杉  律子 技師 

 

『 フロ－サイトの結果の見方・考え方 』 

（株）ベックマンコールター  

ライフサイエンステクニカルマーケティング 

統括部門 高野 邦彦 先生 

検体検査をはじめ、病理検査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ご

参加下さい。 

No.（130013727） 

検体―専門―20 点 

三島社会保険病院 

大橋 勝春 

（055-975-5545） 
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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 

 

10 月 26 日（土） 

12：00～17：30 

10 月 27 日（日） 

9：00～ 

 

富山地鉄ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

5 階ホール 

 

 

受講料  8,000 円 

 

 

申込締め切り  

10 月 10 日（木） 

 

平成 25 年度 日臨技中部圏支部  

生物化学分析検査研修会 

    

＜研修会１日目 10 月 26 日（土）＞ 

13：00～「脂質異常症の分類と診断基準」 

      積水メディカル株式会社  

西日本学術グループ 金田 幸枝 先生 

14：10～「免疫抑制・化学療法により発症する 

B 型肝炎対策ガイドライン」 

      富士レビオ株式会社  

学術サービス部 江川 孝則 先生 

15：20～「心筋マーカーの役割と各心疾患 

ガイドライン」 

      ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社  

CAI 事業部疾患ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 

     ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 横山 知子 先生 

16：30～「IGG4 関連疾患と包括診断基準」 

      富山大学保健管理センター  

准教授 松井 祥子 先生 

 

＜研修会 2 日目 10 月 27 日（日）＞ 

9：00～「劇症Ⅰ型糖尿病と緩徐進行Ⅰ型糖尿病」 

      高志リハビリテーション病院  

内科 伊藤 みか 先生 

10：10～「検査技師のガイドライン」 

高岡市医師会センター  渡辺 堅治 先生 

 

日臨技中部圏支部 

生物化学分析検査 

研修会 事務局 

 

〒931-8517 

富山市下飯野 36 

富山県高志 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

臨床検査科   

澤井 真史 

 (076438-2233) 

（内線 383） 

 

10 月 26 日（土） 

9：30～16：00 

 

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 生理検査研究班研修会 

 

9：30～受付 

10：00～「研修医向けの循環器学 心電図の読影法」 

焼津市立総合病院  

循環器科長 野村裕太郎 医師 

11：40～ 昼食 

 

13：00～「ちょっと変わった？心電図 case study」 

公立学校共済組合東海中央病院  

臨床検査科 林 博之 技師 

         

14：10～「肺年齢と最近の呼吸機能トピックス」 

             フクダ電子㈱ 商事営業部 

  仁田原 武 先生 

 

15：10～「新しい動脈硬化指標 CAVI について」 

             フクダ電子㈱ 血管予防営業部  

濱谷 雅子 先生 

  心電図・肺機能・血圧脈波検査 集中講習会 

ぜひご参加ください。 

 

No.（130015583） 

検体―専門―20 点 

焼津市立総合病院 

内藤 章 

（054-623-3111） 
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臨床検査関連研修会・講習会 (3) 

 

 
 

 

８月 

    ６日（火）第 2 回常務理事会・第 4 回理事会             ：技師会事務所 

   ３１日（土）～９月１日 

         メディメッセージ 2013               ：キラメッセぬまづ 

９月 

１４日（土）静岡県寄生虫症研究会 第 18 回研究総会      ：アクトシティ浜松 

２７日（金）役員候補者選考委員会              ：技師会事務所 

２８日（土）平成 25 年度 第 2 回 臨床化学研究班研修会     ：静岡赤十字病院 

２８日（土）平成 25 年度 第 2 回 一般検査研究班研修会     ：グランシップ 

 

☆ 求 人 情 報 ☆ 

 

 

 

 

 

 
☆ 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 

 

静臨技ニュース 7 月号（抜粋カラー版）をホームページに掲載しました。 

日時・会場・参加費 研修内容・講師（敬称略） 点数・担当・連絡先 

12 月 15 日（日） 

10：00～17：00 

 

静岡市立静岡病院 

12Ｆ 講堂 

 

 

会員    6,000 円 

賛助会員 6,000 円 

非会員 10,000 円 

第 14 回 静岡血液フォーラム 

 

9：30 ～ 受付 

10：00 ～ 11：10 

第 1 講演 『 血液像の実践的見方 』 

       愛知医科大学       榎本 めぐみ 技師 

11：25 ～ 12：35 

第 2 講演 『 凝固検査のすすめ方 』 

三菱化学メディエンス 澤畑 一樹 先生 

13：30 ～ 15：10 

第 3 講演 『 ＭＤＳの形態的特徴から診断まで 』 

川崎医科大学教授     通山 薫 先生 

15：30 ～ 16：40 

第 4 講演 『 フローサイトメトリーによる 

急性白血病の診断のしかた 』 

亀田総合病院      名塚 隆 技師 

  今年の血液フォ－ラムは、『血液担当技師としての知識

の再確認をしよう！』をテーマに開催いたします。 

No.（130011550） 

検体―専門―20 点 

三島社会保険病院 

大橋 勝春 

（055-975-5545） 

静臨技会員数 2013/7/20現在  

1,490名 日臨技総合情報システムより 

(一社) 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） 

平成２５年 ８月・９月の行事予定 


