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 研究班の名称変更について 

 

平成 26 年度より日臨技の研究班名称が変更になります。 

静臨技におきましても混乱を避けるために、同様の名称を使用した方が良いと 

判断をいたしました。 

平成 26 年 4 月 1 日より下記の名称で活動していきますので、ご理解とご協力を 

お願いします。 

 

 

  

 研究班の名称変更 …… 1 

 研修会終了報告 …… 2～4 

 3 月・4 月の行事予定 …… 5 

 研修会・講習会案内 …… 6～8 

 会員の異動 …… 9 

旧名称 新名称 

一般検査研究班 臨床一般部門 

血液検査研究班 臨床血液部門 

臨床化学研究班 生物化学分析部門 

輸血検査研究班 輸血細胞治療部門 

微生物検査研究班 臨床微生物部門 

病理・細胞検査研究班 病理細胞部門 

生理検査研究班 臨床生理部門 

染色体・遺伝子研究班（休止中） 染色体・遺伝子部門 

総合研究班 臨床検査総合部門 

3月号の内容 

学術部からのお知らせ 
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事業名 平成 25 年度 第 3回静岡県輸血検査研修会 

開催日 平成 26 年 1 月 19 日（日） 

会場 静岡県赤十字血液センター 沼津事業所 

参加人数 25 人 

内容 

 

静岡県赤十字血液センター沼津事業所にて輸血検査実技研修会（初級）を開催

しました。 

東部地区の技師を中心に 15 名の方が参加しました。 

血液型検査では、血液型検査の手技と Rh 陰性の場合、異常反応で血液型が確

定できない場合に行う追加検査、緊急で輸血が必要な場合の対応、医師への報告

などについて学びました。 

不規則抗体検査では、不規則抗体スクリーニングの手技と消去法の手順、緊急

で輸血が必要な場合の優先度、医師へのコメントなどについて学びました。 

輸血検査での過誤は重大な医療事故につながる可能性があるため、正しい手技

を習得する必要があります。また、血液型が確定できない、不規則抗体が陽性と

なった患者に緊急で輸血が必要になった場合に、その時点でもっと良いと考えら

れる製剤を選択し、医師にアドバイスできる力が必要です。 

今回の研修会に参加していただいた方々の今後の検討を期待します。 

 

  

研修会終了報告 

実技研修 

（試験管法による血液型検査、交差適合試験、不規則抗体スクリーニングの基礎） 



3 

  

  

事業名 平成 25 年度 第 3回 臨床化学研究班研修会 

開催日 平成 26 年 1 月 25 日（土） 

会場 静岡赤十字病院 3 号館研修室 

参加人数 38 人 

内容 

今回は、自己免疫疾患、自己抗体検査についての研修会を開催しました。 

医学生物学研究所(MBL)学術部、新井先生には抗 CCP 抗体、抗核抗体スクリー

ニング装置、大きな課題である標準化についてなど、詳しく講義して頂きました。 

 

浜松医科大学医学部附属病院の小川先生には免疫の基礎知識から関節リウマチ

(RA)、全身性エリテマトーデス(SLE) の症状、病態モデル、治療戦略、薬剤につ

いて分かりやすく御教授頂きました。 

来年度もテーマを練って年 3 回の研修会を開催予定です。ぜひ御参加下さい。 

  

研修会名 平成 25 年度 4回 輸血検査研究班研修会 

開催日 平成 26 年 1 月 25 日（土） 

会場 男女共同参画センターあざれあ 第１研修室 

参加人数 56 人 

内容 

第一部では、和光純薬工業株式会社の山下省一先生に不規則抗体について臨床

的意義のある抗体とそうでない抗体という方向からの解説をお願いしました。抗

体それぞれの特性など解りやすく解説していただきました。 

第二部では、春日井市民病院（愛知県）の神野洋彰先生に輸血室の紹介をして

いただきました。春日井市民病院では

職員の業務スケジュールを細かく管理

することで、他部門の職員も通常業務

時に輸血検査に関わるようにしている

事や、患者への輸血同意書の内容説明、

輸血後感染症検査の説明を行っている

事、新任医師への輸血業務研修を必須

として対応している事などお話してい

ただきました。  

抗 CCP 抗体：抗シトルリン化ペプチド抗体、関節リウマチに特異的な自己抗体 
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事業名 平成 25 年度 4回 病理細胞研修会 

開催日 平成 26 年 1 月 25 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 5 人 

内容 

軟骨肉腫 1 例（藤枝市立病院）・乳腺 1 例（静岡赤十字病院）・甲状腺 1 例（県

立総合病院）・子宮頚部 1 例（焼津市立病院）の 4 例について症例検討を行いま

した。普段経験することのない、極めて希少な悪性腫瘍例や、施設間における判

定様式の相違点、基礎的な細胞形態の再確認などが主な論点となりました。 

参加者は少なかったですが非常に実りのある検討会でした。 

  

研修会名 平成 25 年度 第 3回 一般検査研究班研修会 

開催日 平成 26 年 2 月 15 日（土） 

会場 静岡県立静岡がんセンター 3 階 検体検査室 

参加人数 20 人 

内容 

2 月 14 日から 15 日にか

け近来稀にみる大雪にみま

われ、交通網が大幅に乱れ

た為、開催が危ぶまれたの

ですが静岡県という温暖な

地域のおかげで、がんセン

ター周囲は、午後には雪も

溶け、県内各所からの参加

者も遅れこそあったもの

の、1 名を除き全員が集ま

り、無事実習を開催出来ま

した。今回は、初の初心者

対象実技講習を実施したの

ですが、少人数でアットホ

ームな雰囲気の中で、皆さ

ん熱心に受講しておりまし

た。 

大規模な研修会では、敷

居が高く受講を躊躇される

方も、今回の様な研修会な

らば、参加しやすいのでは

ないでしょうか？ 

参加者の皆さんからのアンケートを基に、更にパワーアップしつつ、今後も定

期的に初心者対象実技講習を実施してゆきたいと思います。 

3班に分かれて実習  

①定性試験（手技、偽陽性確認法） 

②沈渣（標本作製法、鏡検法、基本成分について） 

③髄液・穿刺液（検査法、鏡検法、基本成分について） 
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３月 
    １日（土）平成 25 年度 第 2 回 標準化事業講習会       ：静岡県立総合病院 

１日（土）～２日（日） 

     平成 25 年度 日臨技 中部圏支部 生理検査研修会    ：ﾎﾃﾙ ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｰﾙ岐山（岐阜県） 

    ７日（金）静岡県標準化事業 第 10 回 東部地区意見交換会   ：三島市商工会議所 

８日（土）～９日（日） 

         平成 25 年度 日臨技 中部圏支部 血液検査研修会  ：熱海ニュ－フジヤホテル 

    ９日（日）平成 25 年度 健康食品管理士会 中部支部研修会・一般市民公開講座 

：富士市フィランセ 

   １５日（土）平成 25 年度 第 4 回 微生物検査研究班研修会    ：静岡県立総合病院 

   ２０日（木）役員候補者選考委員会              ：静臨技事務所 

 

  ４月 
    ５日（土）平成 26 年度 学術部門長会議           ：あざれあ 

  ２６日（土）平成 26 年度 第１回 輸血・細胞治療部門研修会   ：あざれあ 

     未 定  静岡県臨床衛生検査技師会 監査                  ：静臨技事務所 

    未 定  平成 26 年度 第 1 回 常務理事会・理事会     ：静臨技事務所 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 求 人 情 報 ☆ 

(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） 

 

 

 

☆ 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。 

※採用された方には粗品を進呈いたします。 

ご意見・ご要望・情報等も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 2 月号（抜粋カラー版）をホームページに掲載しました。 

No.274 平成 25 年 1 月号から掲載してありますので是非ご覧ください。 

 

平成２６年３月・４月の行事予定 

静臨技会員数 2014/2/20現在  

1,495名 日臨技総合情報システムより 
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臨床検査関連研修会・講習会 (1) 
平成 26 年 2 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 26 年（3）（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 

 

3 月 1 日（土） 

13：30～17：00 

 

静岡県立総合病院 

循環器センター6 階 

つつじホール 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

 

平成 25 年度 第 2 回 静岡県標準化委員会講習会 

 

1. 脂質トライアルサ－ベイの結果報告 

静岡県臨床検査標準化委員会  

静岡県精度管理調査委員会  

2. 日常検査で発生した事例からの知見 

《事例 1》共存物質の影響（アンモニア）で 

BUN の測定が阻害された事例 

      静岡済生会総合病院  松村 遥 技師 

《事例 2》妨害イオンの影響だと思われる 

クロール異常高値を示した事例 

       焼津市立総合病院   森 綾香 技師 

《事例 3》 アルブミン測定法についての知見 

―BCP 改良法におけるペニシリン G 大量投与の影響― 

       富士宮市立病院    小野田 勝美 技師 

【特別講演】 

検体保存条件（温度）が測定値へもたらす影響に 

ついて 

・凍結、解凍時の温度変化が測定値にもたらす影響 

・静臨技精度管理調査（ALT）結果への提言 

・その他保存条件として考えられる影響因子について  

    東海市民病院 臨床検査科長  山内  昭浩 先生                                

 

No.（130031749） 

検体―専門―20 点 

静岡県立総合病院 

薗田 明広 

（054-247-6111） 

 （PHS 8502） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 1 日（土） 

12：30～17：40 

 

3 月 2 日（日） 

9：10～12：30 

 

ホテル  

グランヴェール岐山 

 

 

受講料  

  10,000 円 

 

 

 

 

募集人員  120 名 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度 中部圏支部 生理検査研修会 

『臨床を知り基礎を固める/役立つ検査のために』 

 

【1 日目】3 月 1 日（土） 

12：30～ 受付 

13：00～ 開講式、オリエンテーション 

 教育講演① 『全身の動脈疾患と治療』  

     講師 岐阜県総合医療センター 

循環器内科        後藤 芳章 先生  

  教育講演② 『生理検査の理解のために 

明日から使える他の画像の知識』  

  講師 木沢記念病院 

放射線技術課    坪内 隆将 技師 

特別講演 『心エコーと心血行動態』 

      ～携わる技師に伝えたいこと～ 

講師 みながわ内科循環器科クリニック 

院長   皆川 太郎 先生 

【2 日目】3 月 2 日（日） 

9：00～ 

会場 A      

会場 B    会場の途中移動可能です。 

会場 C      

 

12：30～ 閉講式 

 

研修会問い合わせ 

 

事務局 野久 謙 

岐阜大学医学部 

附属病院 

生理検査室 

 

TEL 058-230-6000 

FAX 058-230-7263 

 

 

 

 

申込期間および方法 

 

平成 26 年 1 月 31 日 

 

研修会の Web から 

http://www.ne.jp/ 

asahi/happy/ebisu/ 
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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 

 

3 月 7 日（金） 

18：30～20：30 

 

 

三島市商工会議所 

4 階 会議室 B 

 

参加費    500 円 

静岡県標準化事業 第 10 回東部地区意見交換会 

 

①（仮題）精度管理調査における ALT 低値の 

                            原因を考える 

        富士市立中央病院  鈴木 英昭 技師 

②（タイトル 未定）事例紹介 

       聖隷沼津病院    田中  佐織 技師 

③ 各社市販管理血清の表示値・管理幅の信頼度 

について考える 

   ～ 各メーカーへの調査結果からの考察 ～ 

        静岡県立こども病院  森里  幸  技師 

 

精度管理調査で、ALT が低値に測定され C 評価となっ

た施設が多かったことから、考えられる原因を富士中央

病院の鈴木さんから報告していただきます。 

聖隷沼津病院の田中さんには、事例紹介をしてもらう

予定でいます。 

また、市販管理血清の表示値ならびに表記されている

管理幅を各社どのように値付けしているのか、その信頼

性は？という事で、県立こども病院の森里さんに各メー

カーに調査をかけていただき、お話しいただきます。 

管理血清の使用に当たって、知っておくべき点だと思

います。多数の方のご参加をお待ちしております。 

 

No.（130034258） 

検体―専門―20 点 

富士宮市立病院 

臨床検査科 

赤池 陽子 

（0544-27-3151） 

 

3 月 8 日（土） 

12：30～17：40 

 

3 月 9 日（日） 

9：10～12：30 

 

熱海ニュ－フジヤ 

ホテル 

 

 

受講料  

2 日間  10,000 円 

1 日のみ 6,000 円 

 

 

宿泊費  10,000 円 

 

 

募集人員  150 名 

平成 25 年度 中部圏支部 血液検査研修会 

『 ワンランク上の血液検査技師を目指して 』 

 

【1 日目】3 月 8 日（土）12：30～ 受付 

13：00～ 開講式、オリエンテーション 

講演① 『末梢血液像をマスタ－しよう！』  

～血液像の所見のとり方～ 

         福岡大学         阿南  建一 先生  

講演② 『普通染色・特殊染色を綺麗に染めよう』 

～正しい診断は染色から～ 

      藤枝市立総合病院  小林  千春 技師 

講演③ 『骨髄像の症例と診断』 

長崎市役所福祉保健部 

栗山  一孝 先生 

【2 日目】3 月 9 日（日） 

9：10～ 

講演④ 『血液検査担当技師におさえてほしい凝固の知識』 

東京大学医学部附属病院 

金子  誠 先生 

講演⑤ 『リンパ腫の形態的特徴と 

診断における分類と分子病態』 

岡山大学          吉野 正 先生 

12：00～ 閉講式、修了証書授与 

 

研修会問い合わせ 

 

三島社会保険病院 

大橋 勝春 

（055-975-5545） 

 

研究班アドレス 

ketueki_shizuoka 

@yahoo.co.jp 

 

 

申し込問い合わせ 

 

事務局 栗田 哲至 

聖隷浜松病院   

検査部 

(053-474-2632) 

FAX 053-474-3388 
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臨床検査関連研修会・講習会 (3) 

 

日時・会場・参加費 研修内容・講師（敬称略） 点数・担当・連絡先 

 

3 月 9 日（日） 

13：00～16：00 

 

富士市フィランセ 

大ホール 

 

参加費  無料 

 

平成 25 年度 健康食品管理士会中部支部研修会・ 

一般市民公開講座 

【教育講演‐1】 

「フルクトース摂取と生活習慣病」 

藤田保健衛生大学 准教授 大橋 鈜二 先生 

【教育講演‐2】    

「肺の生活習慣病 COPD（慢性閉塞性肺疾患）って何？」  
 ～食事との関係、予防、呼吸リハビリテーションについて～  

岐阜医療科学大学 教授   高崎 昭彦 先生    

【特別講演】 

「健康食品の安全確保において必要な知識」 

独立行政法人国立健康・栄養研究所  

梅垣 敬三 先生 

 

No.（130034629） 

検体―専門―20 点 

富士いきいき病院 

臨床検査科 

渡辺 数由 

（0545-71-6168） 

  午後 7 時以降 

 

 

「健康食品管理士」 

更新資格の 5 点が 

取得できます。 

 

3 月 15 日（土） 

12：30～17：40 

 

静岡県立総合病院 

循環器センター6 階 

つつじホール 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

 

 

平成 25 年度 第 4 回 微生物検査研究班研修会 

『 新しい検査項目を学ぼう 』 
 

「薬剤感受性アンケート結果  

－グラム陰性桿菌－」 

焼津市立総合病院     石原 美弥子 技師 

「ヒトメタニューモウイルス抗原検査について」 

Meiji Seika ファルマ  小西 卓 先生 

「プレセプシン検査について」 

三菱化学メディエンス 金子 守 先生 
 

昨年、会員の皆様に御協力頂いた薬剤感受性検査のア

ンケート結果のグラム陰性桿菌に関する報告。 

新しく保険収載された検査項目「ヒトメタニューモウ

イルス抗原検出試薬」、新しい敗血症のマーカー「プレ

セプシン」の紹介をしていただき、新しい検査項目の知

識を得る。 

 

No.（130034269） 

検体―専門―20 点 

静岡県立総合病院 

大石 和伸 

（054-247-6111） 

 （内線 2250） 

 

 

4 月 26 日（土） 

14：00～17：00 

 

あざれあ      

505 会議室 

 

会員    1,000 円 

賛助会員 1,000 円 

非会員  2,000 円 

 

 

平成 26 年度 第１回 輸血細胞治療部門研修会 
 

1．輸血療法の実施に関する指針の解説 

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の傾向と対策    

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          

静岡済生会総合病院  中野 翔太  技師 

静岡市立清水病院   斉藤 実佳子 技師 
 

「輸血療法の実施に関する指針」は輸血室の運用の核

となる指針です。輸血検査に配属されたがこの指針をま

だ読んだことがない、読んだが分からないところがある

という輸血検査の経験が１～3 年目位の方を対象にした

超基礎講座です。 

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。今後、認定輸血検査技師

を目指している方は是非参加して下さい。 

 

No.（140000263） 

検体―専門―20 点 

市立島田市民病院 

臨床検査室 

亀山 拓哉 

（0547-35-2111） 

（内線 2711） 

 

研修会・講習会の詳細は、開催案内やホームページでご確認下さい 


