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メーカー 演題名 部門・定員

　フクダ電子(株) 　動脈硬化の指標CAVIについて（仮称） 　生　理（定員９９名）

　ロシュ・ダイアグノスティックス(株)
　子宮頸がん予防のためのHPV併用検診の重要性について
　　　　　　～HPV16/18型検出の有用性～

　遺伝子（定員６３名）

　アークレイマーケティング(株) 　遺伝子検査の基礎と運用例について 　遺伝子（定員４２名）

　ベックマン・コールター(株) 　Disease　Management　program　～　貧血　～ 　血　液（定員８１名）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 14 日(土)に第 5 回 静岡県医学検査学会 、平成 

26 年度 定時総会が開催されます。 

また、学会終了後に会員交流会を予定しておりますので、

技師会員および賛助会員の皆様、多数のご参加をお待ちし

ております。 

なお、18時開宴を 1時間早めて 17時開宴に変更しまし

たのでご注意ください。 

すでに、会報第 289号（4月号）に参加申込書と託児申込書を掲

載しましたが、今月号にも参加申込書のみ掲載します。 

なお、締切日は 5月 30日(金)です。お早めにお申込み下さい。  

 静岡県医学検査学会・定時総会のお知らせ …… １ 

 『特別講演』日臨技宮島会長 …… 2 

 第 5回静岡県医学検査学会参加申込書 …… 3 

 平成 26年度 静臨技学術部門長会議の報告 …… 4 

 5月 6月の行事予定 …… 5 

 研修会・講習会案内 …… 6～8 

 会員の異動 …… 9 

5月号の内容 

５月１日フランスでは、大切な人に相手の幸福を願って 

【ランチョンセミナー】 

スズランの花を贈る習慣があるそうです(スズランの日) 
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第 5 回 静岡県医学検査学会 参加申込書 

日 時：平成 26 年 6月 14 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：￥2,000 ※当日受付にてお支払いください。 

 申込日 平成 26 年  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） 

 

平成 26 年度 会員交流会 参加申込書 

第 5 回 静岡県医学検査学会終了後 

会 場：静岡グランドホテル中島屋  

受 付：16 時 30 分から 開 宴：17 時 00 分 ※ 時間が変更になりましたのでご注意下さい。 

参加費：会員・賛助会員 6,000 円 ※会場受付にてお支払いください。 

申込日 平成 26 年  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） 

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 30 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 ⇒ □ フクダ電子株式会社 

     □ ロシュ・ダイアグノステイックス株式会社 

□ アークレイマーケティング株式会社  

□ ベックマン・コールター株式会社 

□不参加                  ※□にチェックを入れてください。 

ふりがな 

ふりがな 
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平成 26年 4月 5日(土) 13：00～16：00 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」5階第 3会議室

において、学術部門長会議(旧研究班班長会議)を開催しました。学術理事、事務局長、会計部長、学術

部門長、副部門長、会計の 34名に参加していただきました。 

会議内容は、会計部長より会計処理について、学術部より、各部門長より企画申請された平成 26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。平成

26年 6月 14日の県学会と総会、平成 27年 9月の中部圏支部学会の運営についても協力をお願いしま

した。 

今回は、臨薬協流通委員会 副委員長の三枝 洋三 氏（アボットジャパン株式会社）による、「メー

カープロモーションコードについて」の講演をしていただきました。 

最後に、質疑応答をおこない終了しました。 

 

   

 

お知らせ 

三枝 洋三 氏 
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５月 

   １４日（水）静岡県臨床検査精度管理調査 調査試料配布     ：中北薬品 → 各施設 

１５日（木）静臨技 第 2回理事会（新・旧理事引継ぎ会）    ：技師会事務所 

１７日（土）静岡県臨床細胞学会 第 35回 春期学術集会     ：静岡市立静岡病院 

   ２４日（土）平成 26年度 第 1回 生物化学分析部門研修会    ：静岡赤十字病院 

   ３１日（土）平成 26年度 第 1回 臨床血液部門研修会      ：ベガサ－ト 

 

  ６月 

    ７日（土）平成 26年度 第 1回 臨床一般部門研修会      ：パルシェ 

   １４日（土）第 5回 静岡県医学検査学会            ：あざれあ 

         平成 26年度 定時総会              ：あざれあ 

         静臨技 第 3回理事会               ：あざれあ 

         会員交流会                   ：グランドホテル中島屋 

   ２０日（金）標準化事業 第４回 中西部意見交換会       ：市立島田市民病院 

２１日（土）平成 26年度 第 1回 病理細胞部門研修会      ：静岡赤十字病院 

         平成 26年度 中部圏支部 支部内連絡会議      ：名古屋市 

   ２９日（日）平成 26年度 第 2回 病理細胞部門研修会      ：静岡市立静岡病院 

 

平成２６年５月・６月の行事予定 

☆ 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） 
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臨床検査関連研修会・講習会 (1) 
平成 26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 26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 17日（土） 

14：30～17：30 

 

静岡市立静岡病院 

西館 12階講堂 

 

参加費 無料 

 

 

 

 

 

 

静岡県臨床細胞学会 第 35回 春期学術集会 

 

14：30～16：10 

一般演題 

16：20～17：20 

講 演 静岡がんセンター  伊藤  以知郎  先生 

細胞診陰性報告を巡る責任の所在と法律的解釈 

関東臨床細胞学会学術集会（9月）での 

シンポジウムの意義 

 

 主催：静岡県臨床細胞学会 

共催：（一社）静岡県臨床衛生検査技師会  

病理細胞部門 

 

No.（140001578） 

検体―基礎―20点 

静岡県立 

静岡がんセンター 

本田 勝丈 

(055-989-5222) 

 

 

5月 24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 26年度 第 1回 生物化学分析部門研修会 

 

① 「脂質検査の最近の話題と RemL-C（レムナント

コレステロール）」 

協和メディックス(株) 営業支援部 

生化学グループ   西岡 達央 先生 

 

② 「メタボリックシンドロームの臨床」 

   静岡県立総合病院  

臨床医学研究センター 

循環器病センター   島田 俊夫 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.（140002108） 

検体―専門―20点 

JA静岡厚生連 

遠州病院  

臨床検査科 

高林 保行 

(053-453-1111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 31日（土） 

14：00～17：00 

 

静岡市産学交流 

センター ベガサ－ト 

7Ｆ 大会議室 

 

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 臨床血液部門研修会 

 

『日当直に必要な症例を中心とした 

凝固異常値の考え方 』 

（株）アイ・エル・ジャパン 東日本営業部  

血液凝固担当        藤岡 貴 先生 

 

『 検査技師に望む血液検査・血液凝固検査の 

基礎知識 』 

聖隷浜松病院 臨床検査科 部長 米川 修 先生 

 

 

検体検査をはじめ、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.（140002614） 

検体―専門―20点 

独立行政法人  

地域医療機能推進機

構 

三島総合病院 

検査部 

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 

 

6月 7日（土） 

14：00～17：00 

 

JR静岡駅ビル 

パルシェ７階 

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 臨床一般部門研修会 

 

14：00～15：00  

『 尿定性検査について 』（仮） 

      アークレイマーケティング株式会社 

15：10～16：40  

『 最新の尿沈渣所見から腎疾患を見る  

~血球編~ 』 

東京女子医科大学病院 中央検査部 

                横山 貴 先生 

16：40～質疑応答 

 3 月に福井で行われた臨床検査医学会の演題を基礎か

ら分かりやすく静岡で講演していただきます。 

 

No.（140001310） 

検体―専門―20点 

社会保険 

桜ヶ丘総合病院  

検査部 

杉山 聡子 

054-353-5311 

（内線 1112） 

 

6月 14日（土） 

9：30～16：00 

 

男女共同参画センター 

あざれあ 大ホール 

 

会員    2,000 円 

賛助会員 2,000 円 

非会員  4,000 円 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

第 5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    ４題 

  シンポジウム     ４題 

  特別講演 日臨技 宮島 喜文 会長 

 

   会員カードを持参して下さい 

 

No.（140004391） 

検体―専門―20点 

静岡県立総合病院 

検査部 

薗田 明広 

（054-247-6111） 

 

6月 14日（土） 

11：00～12：20 

 

男女共同参画センター 

あざれあ 大ホール 

 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

平成 26年度 定時総会 

 

会員カードを持参して下さい 

 

No.（140004403） 

検体―基礎－20点 

静岡県立総合病院 

検査部 

薗田 明広 

（054-247-6111） 

 

6月 21日（土） 

10：00～17：00 

 

静岡赤十字病院 

3号館 2階 研修室 1 

 

会員    2,000 円 

賛助会員 2,000 円 

非会員  4,000 円 

 

事前申し込み制 

  先着 20名 

平成 26年度 第 1回 病理細胞部門研修会 

 

 

 

 

 

 

 

9：45 ～ 10：00 受付 

10：00 ～ 10：30 はじめに 総論 

10：30 ～ 12：30 子宮膣部・頚部 

13：15 ～ 14：15 内膜、卵巣 

14：25 ～ 15：25 唾液腺、消化器 

15：35 ～ 16：35 脳、整形、血液・リンパ節 

主催：（一社）静岡県臨床衛生検査技師会 

      病理細胞部門 

共催：静岡県臨床細胞学会 

 

No.（140004234） 

検体―専門―20点 

聖隷浜松病院 

 臨床検査部  

福田  淳 

 (053-474-5875) 

現役細胞検査士に細胞診（基礎から試験合格レベル）の講義をして

頂きます。 

受験する予定の有無に関わらず、細胞診に興味がある人、勉強経験

ゼロ!イチから勉強しようと思っている人、資格が欲しいけど勉強方法

がわからない人、勉強していたが挫折してしまった人・・・、現役細

胞検査士や資格取得を目指す受験生たちと楽しく勉強しませんか？ 
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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 

 

6月 29日（日） 

10：00～17：00 

 

静岡市立静岡病院 

東館 11階 A会議室 

 

会員    2,000 円 

賛助会員 2,000 円 

非会員  4,000 円 

 

事前申し込み制 

先着 20名 

平成 26年度 第 2回 病理細胞部門研修会 

 

 

 

 

 

 

 

9：45 ～ 10：00  受付 

10：00 ～ 11：30 呼吸器、感染症 

休  憩 10分間 

11：40 ～ 12：00 精巣 

昼休み 45分間 

12：45 ～ 13：30 泌尿器 

休 憩 10分間 

13：40 ～ 14：40 乳腺 

休 憩 10分間 

14：50 ～ 15：50 脳、甲状腺 

 

主催：（一社）静岡県臨床衛生検査技師会 

      病理細胞部門 

共催：静岡県臨床細胞学会 

 

No.（140004245） 

検体―専門―20点 

聖隷浜松病院 

 臨床検査部  

福田  淳 

 (053-474-5875) 

 

 

静臨技会員数 2014/4/20現在  

1,483名 日臨技総合情報システムより 

☆ 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 

会報 4 月号（抜粋カラー版）をホームページに掲載しましたので是非ご覧ください。 

 

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 

現役細胞検査士に細胞診（基礎から試験合格レベル）の講義をして

頂きます。 

受験する予定の有無に関わらず、細胞診に興味がある人、勉強経験

ゼロ!イチから勉強しようと思っている人、資格が欲しいけど勉強方法

がわからない人、勉強していたが挫折してしまった人・・・、現役細

胞検査士や資格取得を目指す受験生たちと楽しく勉強しませんか？ 


