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一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会

平成 30 年度定時総会開催
6 月 2 日（土）中島屋グランドホテルにおいて、平
成 30 年度静岡県臨床衛生検査技師会定時総会が開
催され、好天にも恵まれ、無事終了することができ
ました。
今年は、5 月に全国学会を開催したため、定期総会
のみの開催となりました。
平成 30 年度永年表彰対象者は 34 名の方々でした。そのうち 4 名の方が総会に出席して頂きました。

（永年勤続表彰の方々）
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定時総会内では、１～５号議案について承認されました。

書面意見
・角川 裕樹（かどかわ ひろき） 様 ＜ 株式会社メディック静岡ラボ ＞
次回からは、インターネット回答にさせてほしいです。
・鈴木 裕子（すずき ゆうこ） 様 ＜ 自宅会員 ＞
日臨技と同じ方法（Ｗｅｂ上）での決済が可能でしょうか？
その選択肢があればよいと思います。
【組織部回答】
角川様、鈴木様 お二人から、Web での表決を求めたご意見をいただきましたので、回答させてい
ただきます。現在、静臨技では HP を利用した会員名簿の電子化について継続検討中ですが、個人の識
別やパスワード認証が可能となれば、総会の電磁表決などにも応用できる可能性はございます。しか
しながら、これにはまだその仕様についての費用を含めた検討が必要となっております。すでに精度
管理調査では日臨技のシステムを利用した回答入力を取り入れておりますが、電磁表決や研修会の事
前登録などにも廉価でその利用範囲が広げられないか、日臨技へ要請するとともに、今後もその可能
性について検討を重ねて参りますので、ご理解をいただければと存じます。
【渉外・広報部長回答】
HP を管轄している渉外広報部からも回答させていただきます。
杉澤組織部長から説明させていただいた通りで、静臨技としても現在の紙面表決は用紙の回収や集
計等において非常に手間のかかる作業となっており、ぜひ日臨技のシステムを利用したいところです
ので積極的な申し入れをしていきたいと考えております。
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・國﨑 典子（くにさき のりこ） 様＜ 自宅会員 ＞
第 1 号議案の組織調査部事業経過報告において、
“表彰者氏名は個人情報保護の観点より公表を
控える”との記載があるが、静臨技会報における会員番号・氏名・施設名などの公表(異動・変
更)こそ、個人情報保護の観点にあたるのではないかと考えます。再三、取り上げられている事
だからこそ、議案で取り上げて、会員の意向を確認すべきではないでしょうか。
【組織部長回答】
國崎様よりいただきました個人情報保護に関して回答させていただきます。
表彰者氏名の公表を控えておりますが、永年表彰対象者は年齢が特定できる内容であることがその理
由でございます。また、それ以外の会員情報の公表についても、現在、会員名簿を含めて紙面を利用
した情報の公表は取り止めるべく、HP を利用した電子化に向けた検討を重ねておりますが、その仕様
や経費計上など、会員の皆様からお預かりした 5,000 円という限られた会費予算の中で、実現に向け
ては計画的な作業が必須となっております。一方、そのような状況下でも、正確な会員情報の通知は、
適正に会務を遂行する観点から組織運営の責務でもあり、
「静臨技ニュース」が唯一の通知手段とな
っている現状がございます。配布先は静臨技会員と賛助会員に限定し発行されている会報誌ですので、
電子化が可能になるまで今しばらくは会報掲載を続けることにご理解をいただきたく存じます。
尚、公開を控えたいという方のご要望には適宜お応え致しておりますので、組織部までお申し出くだ
さい。
【渉外・広報部長回答】
渉外広報部からご回答させていただきます。
杉澤組織部長からの説明と重複する部分はありますが、広報部は昨年からホームページ委員会を新
設し、会員の皆様に迅速で見やすい HP づくりを目標に活発な活動を展開しております。今回の会員
名簿の掲載につきましても、予算面もさることながらデータベースの持ち方の問題やセキュリティー
対策など、様々な点について現在も議論をしているところです。できるだけ早期解決を目指し、今後
も検討を続けてまいりますが、改善に向けてのハードルも非常に高く、皆様にはその点、ご理解をお
願いできたらと思います。

・濱田 悦子（はまだ えつこ）様＜ 浜松医科大学医学部附属病院 検査部 ＞
理事等役員候補者の所信表明は必要ではないでしょうか。
その方が、皆との絆が深まると思います。
【事務局回答】
確かに理事候補者所信表明があるといいですね。
現在の選考を考え、会報掲載等を考慮しますと各支部で夏には、次期理事候補を決定して頂ければ、可
能になるかと思います、今後に向けて検討させていただきますが、今回は総会後の会報による新理事の
挨拶にて、絆を深めて頂きたいと思います。

・野田 文子（のだ ふみこ） 様＜ 富士市立中央病院 ＞
いつもありがとうございます。
【会長回答】
・・・・励ましのお言葉ありがとうございます。
今後ともご理解・ご協力よろしくお願いします。
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一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会
創立 65 周年 記念式典及び記念講演、祝賀会開催
静岡県臨床衛生検査技師会 会長 山口 浩司
一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会は、昭和 28 年（1953 年）に約 50
名の有志によって設立され、皆様のご指導やご支援をいただきながら、現在は会
員数が 1,700 名を超える団体に発展しました。平成 30 年（2018 年）は創立 65
年の節目を迎え、これを記念し 6 月 2 日に中島屋グランドホテルにおいて記念
式典及び記念講演、祝賀会を開催いたしました。
記念式典では、静岡県健康福祉部部長 池田和久
氏 、静岡県医師会会長 篠原彰 氏はじめご来賓の皆様に
ご祝辞をいただくなど、多くの方々より祝福をいただき
ました。式典のなかでは県知事表彰が、長い間技師会理事
として携わり本会の発展にご尽力された功績より、榛原医
師会臨床検査センター 豊田次郎 氏に授与されました。
引き続き、記念講演が行われ一般社団法人 日本臨
床衛生検査技師会 副会長 横地常広 氏より、ご講演い
ただきました
記念講演終了後、祝賀会が行われ、一般社団法人 日本衛
生検査所協会 中部支部長 横山強 氏よりご挨拶いただいた
ほか、賛助会員を代表して、協和医科器械株式会社 代表取締役社長

柴田英治 氏及び

アルフレッサ株式会社 部長 桐山敏郎 氏よりご挨拶をいただきました。続いて、公益社
団法人 愛知県臨床検査技師会 会長 椙山広美 氏のご発声で乾杯が行われ、和やかな歓
談のうちに賛助会員さんの紹介と当会の新理事の今後に向けた活動宣言を経て、盛会裏に祝賀会を終えるこ
とができました。
この催しがこれまでの歩みを振り返り、会員及び賛助会員、また関係団体が一丸となって今後の発展を
目指す、新たなスタートになったと感じています。そして、5 年後 10 年後の節目の記念式典を催すとき、ど
のように発展しているか期待し楽しみにしています。
お陰さまを持ちまして、無事に 65 周年記念事業を行うことができまし
た。準備や運営にご尽力いただきました役員の皆様に厚くお礼を申し上げ
ますとともに、ご臨席賜りましたご来賓の皆様、会員及び賛助会員の皆様
の益々の発展とご健勝を祈念致します。
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平成 30・31 年度 役員紹介

会 長

伊藤 喜章

(静岡厚生連遠州病院)

平素より、
（一社）静岡県臨床衛生検査技師会の活動に、ご理
解とご協力を頂き誠にありがとうございます。会員の皆様におか
れましては、ますますのご活躍のこととお喜び申し上げます。平
成 30 年 6 月 2 日の定時総会ならびに理事会において、静臨技会
長を拝命しました静岡厚生連遠州病院の伊藤喜章です、常務理事
2 年、事務局長 8 年の経験と、3 人の会長に仕えたノウハウを生
かして頑張りますので、何卒よろしくお願いします。
会長としてのあいさつの前に、5 月の全国学会（浜松）の御礼
を言わしていただきます。自分も実行委員長として参加していま
したが、多くの賛助会員様に支えられ、多くの会員様に参加して
頂き、色々な方に助けて頂き、結果 37 年ぶりに静岡県担当開催を
大成功に終わることが出来たことを感謝いたします。ありがとうございました。
さて、技師会としても日々変化する時代に向けて、検査説明、検体採取、認知症、AI、遺伝子、ISO、2025
年問題など生き残りをかけて、時代に付いていき、時代を先取りする、ために活動を進めていきます、各種
の研修会も内容が様変わりしているのを感じる現在、多くの情報を、多くの勉強の場を、会員の方々に提供
できればと考えております。
半分の理事が交代する今回ですが学術向上や精度管理を司る学術部、会員の連携を強め組織強化を司る組
織部、いち早い情報を提供する広報部、技師会運営全体を見守る事務局、金庫番の会計部と 4 部 1 局で任期
の 2 年間を頑張っていきますのでよろしくお願いします。最後に、昨年度まで技師会活動にご尽力いただき
ました理事の皆様には心より厚く御礼を申しあげます。新役員一同、諸先輩方が築かれた技師会活動を継承
しつつ、一歩でも前に進めるように努めていく所存でございます。今後とも技師会活動に対してご意見を賜
り、積極的に技師会活動にご参加いただきますようお願い申し上げます。
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副会長挨拶
副会長（組織部長）

須田 達也（裾野赤十字病院）

今期は副会長を拝命し、組織調査部長を担当させていただくことになり
ました。就任直後から、部長として責任の重さを痛感しております。前
任期も組織調査部に籍を置き、諸先輩方の指導を仰ぎながら、部局の主
な職務である会員名簿管理を担当して参りました。
今後、会員名簿管理については個人情報の取扱に注意し、HP を利用
した電子化などの検討を進めて参ります。また「求人情報」の HP 掲載
や「新人研修会」の開催なども引き続き渉外広報部などと協力して行い
ます。その他「各種叙勲褒章」
、
「技師連盟活動」などについても西部中
部東部の支部長を通して会員の皆様に情報伝達が的確に出来る様に取
り組んでゆきます。更に今期は、
「静臨技 65 周年記念誌」の発刊をいた
します。皆様、どうぞご期待下さい。
私自身、技師会理事の経験が浅く、行き届いた活動支援ができるのか不安ですが、少しでも会員の皆様の
お役に立てるよう努めて参りますので、今後ともご支援のほどよろしくお願い致します。

副会長（学術部長）

清水 憲雄（磐田市立総合病院）
今年度も引き続き、副会長（学術部長）を拝命することになりまし
た。微力ではありますが１期目の経験を生かして、精度管理事業、学術
部門活動を中心に、会員の皆様の期待に副えるよう努力してまいりま
すので何卒ご支援賜りますようお願いいたします。
また、技師会学術活動についてのご意見ご要望をお寄せください。
次世代の技師会を担っていただく人材も探しています。精度管理事業、
学術部門活動に興味のある方、一緒に活動してみませんか？お気軽に
お声掛けください。

副会長（渉外広報部長）

大石 和伸（静岡県立総合病院）
今年度より副会長として渉外広報部を担当させていただくことにな
りました。
皆様に一番近くに感じていただく活動は、月に一度の「静臨技ニュー
ス」です。会員の皆様に技師会の活動をわかりやすく伝えることがで
きるように努めます。会員投稿もこれからも引き続き掲載予定です。
趣味や仕事を離れた体験談など、楽しいお話をお待ちしています。
初めて関わる業務が多いため不安でいっぱいですが、今後ともご支
援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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新理事挨拶

常務理事

坂根 潤一（静岡こども病院）

今年度から常務理事（組織）を担当させて頂きます。私は、山口県宇部市
の出身です。学生時代は、広島県の技師専門学校で学び、島根県で臨床検
査技師としてスタートしました。その後の転勤で広島県呉市の中国がんセ
ンターで 12 年勤務。2 年前に浜松医科大学附属病院、昨年から静岡県立
こども病院に務めております。これまで学術部門の一員として企画・運営
に携わってまいりましたが、組織を担当することは初めてです。静岡県の
臨床検査技師の一員として、また技師会運営に携わらせて頂くのも運命・
使命だと考え、一生懸命努めてまいります。皆様の笑顔が絶えないような
明るく円滑な技師会活動を目指します。ご協力をお願いする場面もあるか
と思います。皆様の温かいサポートを宜しくお願いいたします。

常務理事

齋藤 晴義（聖隷予防検診センター）
今年度より常務理事を拝命し、渉外広報担当及び西部支部長として活動
させていただくこととなりました。私は淡路島の病院から 6 年ぶりに浜松
市に戻り、現在は人間ドックや住民検診などの保健事業に携わり 1 年が過
ぎました。静岡県の技師会活動は、ほとんど初めてで不安しかありません
が、他の役員の皆様にご指導いただきながら、会員の皆様そして静岡県臨
床検査技師会のために微力ながら努めてまいりたいと思います。皆様のご
支援、ご協力をよろしくお願い致します。

事務局長

榛葉 智之（公立森町病院）
この度、平成 30 年度定時総会ならびに理事会において、事務局長を拝
命致しました公立森町病院の榛葉です。前任の事務局長が伊藤会長でした
ので、この重責に身の引き締まる思いです。以前は理事・常務理事・会計
部長・監事と静臨技に携わって参りました。今年度から事務局として法人
関連・事務所管理・各部局のサポート・総会および理事会開催運営・公益
事業への参加などを中心に活動を行って参ります。微力ではございますが
今後ともご支援、ご協力のほど宜しくお願い致します。
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新理事挨拶

理 事

石井 浩崇（ NTT 東日本伊豆病院）
今年度より、理事を拝命し組織部門を担当させていただくことになりまし
た。
昨年度までは、東部地区の役員として技師会活動に携わっておりましたが、
組織運営などの職務につきましては、殆ど経験がなくとても不安ですが、
少しでもお役に立てるよう精進を重ねてまいる所存でございます。
諸先輩方の指導を仰ぎ、自身に与えられた責務を全うし、臨床検査技師会
の会員の皆様ために精一杯努めてまいりますので、何卒、宜しくお願い申
し上げます。

理 事

齋田 英之（三島中央病院）
今年度より静岡県臨床検査技師会の理事として学術部門の中で生涯研修
点数登録を担当させて頂くことになりました。技師会運営については全く
経験が無く、初めて理事という重責を担う事となり身の引き締まる思いで
す。会員の皆様には円滑に研修会に参加して頂けるよう精一杯努めて参り
ます。また、先輩役員の皆様に御指導を頂きながら、医療人として、一人
の人間として成長していきたいと思います。若輩者ではございますが、何
卒よろしくお願い申し上げます。

理 事

加茂川 暢彦（静岡市立静岡病院）
この度、理事を務めさせて頂くこととなりました。
静臨技創立 65 周年を迎え、歴史ある「静臨技の理事」という責任の重さ
を実感し、身が引き締まる思いでございます。年間 30 以上行われている各
部門研修会会計の取りまとめを行う学術会計を担当することとなりました。
その業務の多さに戸惑っておりますが、会計業務が滞りなく進むよう精一杯
頑張らせていただきます。
理事の一人として、静臨技を盛り上げていきたいと思っております。皆様、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

理 事

鈴木 淳二（藤枝市立総合病院）
この度、新理事として就任させて頂きました。
藤枝市立病院 検査科の鈴木 淳二と申します。
先ずは目の前のことからコツコツと努力し、お役に立てるよう精進してま
いりますのでご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いします。
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新理事挨拶
理 事

本多 譲（中東遠総合医療センター）

今年度より、新理事の拝命を受けた本多譲と申します。理事のなかでは
最年少であり、社会人としても臨床検査技師としてもまだまだ若輩者で
ございます。私自身、静臨技の理事という大役を務めることができるの
か大きな不安で押し潰されそうですが、任命された以上は常に前向きな
姿勢で臨んでいく所存でございます。これからの静臨技の活動では、会
員の皆様とお逢いする機会が多々あると思います。その際は温かい目で
見守っていただけるとありがたいです。今後も静岡県の臨床検査技師会
を少しでも盛り上げることができるように、最年少理事として微力では
ございますが職務を果たしていきたいと考えています。諸先輩理事の皆
様のご指導のもと会員の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、これからも宜しくお願い申し上げます。

継続される理事（監事）

会計部長
鈴木 真紀子

常務理事
羽切 政仁

理 事
勝又 隆子

静岡医療科学
専門大学校

聖隷沼津病院

富士宮市立病院

理 事
佐原 卓夫

理 事
川口 貴子

浜松医療
センター

静岡赤十字病院

理 事
(日臨技理事)
直田 健太郎
聖隷浜松病院

監 事
藤原 誠

監 事
中島 和浩

伊豆赤十字病院

市立島田市民病院
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会員投稿
カンボジア
社会福祉法人聖隷事業団 聖隷三方原病院 栗原 まゆ
私の人生初めての海外旅行はカンボジアでした。
航空券とホテルの手配は旅行会社に依頼して、観光の行き先
や移動手段等は現地で決めるという方法で自由な旅行を楽しみ
ました。
移動はすべてトゥクトゥクと呼ばれるバイクタクシーで行っ
たため、気温は高かったものの風や町から聞こえる様々な音、
日本とは違う街並みを楽しみながら回ることができました。
トゥクトゥク移動では途中で牛の移動で先に進めなかった
り、タイヤがパンクしてみんなでトゥクトゥクを押して民家で
修理してもらったりすることもありましたが、観光のツアーで
は見ることのない現地の生活を垣間見ることができました。
この旅行での目的は世界遺産であるアンコールワットや天空の城ラピュタのモデルとなったベンメリア
遺跡を回ることでした。
アンコールワットではガイドから壁画の意味や歴史について
話を聞くことができ、ベンメリアでは鳥たちの落とすガジュマル
の木の種が、長い年月をかけて育ち遺跡に根を張ることによって、
遺跡が壊れていることを知りました。
貴重な遺跡が壊れているのにも関わらず、その様子はとても神
秘的で美しく、自然の力や生命力を身体でひしひしと感じること
ができました。
旅行中に出会った日本人の方々からは「初めての海外旅行はハ
ワイやシンガポールがいいよ。
」という声をよくかけられました
が、私は充分にカンボジアを満喫でき大満足な旅行でした。
ぜひ、みなさんも機会があれば旅行に行ってみてください。
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研修会 案内

臨床検査関連研修会・講習会 (1)
平成 30 年 6 月 15 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。
各研修会の詳細については、別紙の【研修会案内】をご確認ください。
平成 30 年( 7 )（敬称略）
平成 30 年
7 月 7 日（土）
13:30 ～ 16:10

平成 30 年度 第 1 回 臨床生理部門研修会
＜テーマ＞
聴力の基礎とマスキング

No.（180004586）
専門－20 点

＜講 演＞
北里大学病院 臨床検査部 小畑 進 技師
13:30～ 受付
14:00～15:00 前半講演
15:00～15:10 休憩
15:10～16:10 後半講演
聴力検査を行うために必要な基礎知識とマスキングの考
え方について、わかりやすくご講演いただきますので、
是非ご参加ください。
＊事前申し込みは不要です。直接会場にお越し下さい。
＊会員の方は会員証をご持参下さい。

【問い合わせ先】

平成 30 年
7 月 14 日（土）
13:45 ～ 16:10

平成 30 年度 第 1 回 臨床微生物研修会
＜テーマ＞
真菌の分離培養、感受性試験と最新のトピックスを勉強
しよう

No.（180011191）
専門－20 点

三島市民生涯学習
センター
（イキイキホール)

＜講 演＞
14：00～14：20『アスペルギルスの分離培地検討』
藤枝市立総合病院 臨床検査室
粳田 和美 技師
14：25～15：00『真菌の感受性試験』
国立感染症研究所細菌第二部第六室
帝京大学医療共通教育研究センター
田村 俊 先生
15：10～16：10『真菌症の最近のトピックス』
帝京大学大学院医学研究科
医真菌学・宇宙環境医学 教授
槇村 浩一 先生
＊事前申し込みは不要です。直接会場にお越し下さい。
＊会員の方は会員証をご持参下さい。
＊懇親会を予定しております。
参加希望者は右記問い合わせ先までご連絡ください。

男女共同参画センタ
ー
あざれあ 大会議室

会 員
非会員

1,000 円
2,000 円

臨床生理部門
杉山 聡
富士脳障害研究所
附属病院 検査科
TEL：054-254-4311
内線（2314）

【問い合わせ先】

会 員
1,000 円
賛助会員 1,000 円
非会員
2,000 円
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臨床微生物部門
上村 桂一
中東遠総合医療
センター
TEL：0537-21-5555
内線（2214）

臨床検査関連研修会・講習会 (2)
平成 30 年
7 月 28 日（土）
14:00 ～ 17:00

静岡市産学
交流センター・
静岡市中小企業
支援センター
B-nest
プレゼンテーション
ルーム

会 員
1,000 円
賛助会員 1,000 円
非会員
2,000 円

平成 30 年度 第 1 回 臨床一般部門研修会
＜テーマ＞
一般検査のここだけは知っておいてほしいこと
（基礎編）
＜講 演＞
13:30～ 受付
14:00～15:00
「正立顕微鏡の使い方（基礎編）」
バイオサイエンス営業本部 西日本営業部 営業四課
井手 信行 先生
15:00～15:15 休憩
15:15～16:45
「これだけは押さえておこう！尿検査のポイント」
公立西知多総合病院 臨床検査科
副科長 加藤 節子 先生
16:45～17:00 連絡事項・閉会
最初は、顕微鏡の使い方としてニコン バイオサイエンス
営業本部の井手 信行先生に正立顕微鏡の使い方やメン
テナンス方法の基礎を、次に尿の生成や尿の採取法、尿
定性沈査などを含めて公立西知多総合病院 臨床検査科
副科長 加藤 節子先生に尿検査の基礎を御講演していた
だきます。日当直のみ一般検査を実施される方や新人さ
ん、部署異動で新しく一般担当になられた方も是非ご参
加下さい。今回の研修会で皆さんのスキルアップに役立
てればと思います。
＊事前申し込みは不要です。直接会場にお越し下さい。
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No.（180006791）
専門－20 点

【問い合わせ先】
臨床一般部門
川井 孝太
磐田市立総合病院
臨床検査技術科
TEL：0538-38-5000

臨床検査関連研修会・講習会 (3)
平成 30 年
8 月 4 日（土）
13:30 ～ 17:00
（受付 13：00～）

平成 30 年度 第 2 回 臨床血液部門研修会

No.（180008210）
専門－20 点

＜テーマ＞
血算と血液像の基礎を固めよう！
【問い合わせ先】

CSA 貸会議室
レイアップ御幸町ビル
5 階 5-D

会 員
1,000 円
賛助会員 1,000 円
非会員
2,000 円

＜講 演＞
講演 1
「スキャッタグラムの実践的な見方・考え方」
症例や異常スキャッタグラムを中心にメーカー4 社の
学術担当者より講演していただきます。
シスメックス株式会社 / シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社 / ベックマン・コ
ールター株式会社 / アボットジャパン株式会社
講演 2
「血算の基礎および平成 30 年度静岡臨床検査精度管
理調査の血液像について」
～調査の目的と標本観察のポイント～
JA 静岡厚生連遠州病院臨床検査科
市川 佐知子 技師
今回は自動血球計数装置のスキャッタグラムの実践的
な見方、考え方についての講演と、血算の基礎知識お
よび今年度の精度管理調査で出題された血液像の標本
観察ポイントについての講演を合わせてお話しいただ
きます。どちらも血液検査担当技師には知っておいて
ほしい内容の講演です。
日当直のみ血液検査を実施される方や、新人の方も是
非ご参加ください。
事前申し込みは不要です。
直接会場にお越し下さい。
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臨床血液部門
渡邉 正博
浜松医療センター
臨床検査技術科
TEL 053-453-7111

臨床検査関連研修会・講習会 (4)
平成 30 年
8 月 18 日（土）
9 時 00 分～18 時 00
分

磐田市 i プラザ
（総合健康福祉会
館）
2階
ふれあい交流室

研修会当日受付で下
記の受講料を徴収し
ます。
会員 3,000 円
（昼食代込み）
※日臨技会員証を必
ずご持参下さい。

平成 30 年度 第 1 回 ニューリーダー育成研修会

No.（180009772）
基礎－20 点

＜テーマ＞
自己変革を進めよう！ ～リーダーシップを発揮するために～

＜内 容＞
日臨技では平成 26 年度より地域ニューリーダー育成講習会
を展開しています。今年度、静岡県では西部、中部、東部、計
3 回のニューリーダー育成研修会を開催します。今後、職場や
静臨技活動でリーダーシップを発揮できるよう、臨床検査技師
の進むべき未来を共有し、プロジェクト成功に向けた現状分
析、課題解決力、計画立案などの手法やマネジメントスキルを
習得するためのグループワーク形式の研修会です。
～研修会プログラム～
8:30～
受付開始
9:00～ 9:10 部門長挨拶
講師：島村 克哉 先生
9:10～ 9:50 オフサイトミーティング（解説）
10:00～11:40 オフサイトミーティング（グループワーク）
11:40～12:10 オフサイトミーティング（振り返り）
12:10～13:00 ランチョンセミナー
13:00～15:00 MTS ステップ表（解説）
15:10～17:20 MTS ステップ表（グループワーク）※途中適
度休憩
17:20～17:50 MTS ステップ表（振り返り）
17:50～18:00 会長挨拶

＜参加方法＞
事前申し込み制（定員 50 名）。
参加条件：5 年目以降の中堅技師
①氏名 ②所属 ③年齢 ④担当検査部門
を記載し ooin@hospital.iwata.shizuoka.jp までお申し込み
ください。
申し込み締め切り 平成 30 年 7 月 31 日（火）
＊無料駐車場有（133 台）。
＊参加者の方には簡単な事前課題があります。詳細は受付後に
お知らせします。
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【問い合わせ先】
臨床検査総合部門
大井 直樹
磐田市立総合病院
臨床検査技術科
TEL：0538-38-5000
（内線 2603）

臨床検査関連研修会・講習会 (5)
平成 30 年
9 月 15 日（土）
14：00～16:30

男女共同参画センター
あざれあ 502 会議室

会員
1,000 円
賛助会員 1,000 円
非会員
2,000 円

平成 30 年度 第 1 回 輸血・細胞治療部門研修会

No.（180011203）
専門－20 点

＜テーマ＞
輸血検査のイレギュラー反応について
【問い合わせ先】
輸血・細胞治療部門
中野 翔太

＜講 演＞
13:30～ 受付
14:00～「多発性骨髄腫の病態とダラザレックス治療
薬の有効性」
静岡済生会総合病院
ヤンセンファーマ株式会社
オンコロジー事業本部 血液領域 岩間 明弘 先生 TEL：054-280-2966
15:00～「直接抗グロブリン試験陽性時の原因と対
応」
バイオラッドラボラトリーズ株式会社
カスタマーサポート部 小黒 博之 先生
前半は多発性骨髄腫の病態と、その新しい治療薬とし
て去年から販売開始されている、ダラザレックスにつ
いての有効性を講演していただきます。
後半は直接抗グロブリン試験が陽性になってしまった
時の原因を解説していただきます。ダラザレックス投
与でも直接・間接抗グロブリン試験が偽陽性となるこ
とが知られており、その際の追加検査（血球のＤＴＴ
処理法）についても講演していただきます。
事前申し込み不要ですので、直接会場へお越し下さい

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。
台風など天災の影響により開催が危ぶまれる場合も、必ずホームページでご確認下さい。
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平成 30 年 7 月・8 月・9 月の行事予定
7月
7 日（土）平成 30 年度 第 1 回 臨床生理部門研修会
14 日（土）平成 30 年度 第 1 回 微生物部門研修会
27 日（金）第 2 回常務理事会 第 5 回理事会
28 日（土）平成 30 年度 第 1 回 臨床一般部門研修会

：あざれあ
：三島市民生涯学習センター
：技師会事務所
：ペガサート

4 日（土）平成 30 年度 第 2 回 臨床血液部門研修会
18 日（土）平成 30 年度 第 1 回 ニューリーダー育成研修会

：レイアップ御幸町ビル
：磐田市 i プラザ

4 日（火）静岡県医師会臨床検査精度管理委員会
15 日（土）平成 30 年度 第 1 回 輸血・細胞治療部門研修会

：静岡県医師会仮事務所
：あざれあ

8月

9月

☆ 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）大石和伸まで。
E-mail：ooishi.kensou.kensa@gmail.com
本報（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。

☆ 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
〒432-8580 浜松市中区富塚町 328
浜松医療センター 臨床検査技術科 佐原卓夫まで。
E-mail：osigoto@samt.or.jp
TEL：053-453-7111（内線 8421）
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アクトシティ浜松

第 67 回 日本医学検査学会を終えて
学会長 山口 浩司（静臨技 前会長）
第 67 回 日本医学検査学会を平成 30 年 5 月 12 日（土）
・13 日（日）の両日、静岡県浜松市のアクトシテ
ィ浜松 ・オークラアクトシティホテル浜松 ・ホテルクラウンパレス浜松で開催いたしました。
今学会のテーマは、新たなステージで活躍する未来の姿を具体的にイメージする場としたいと考え、メイ
ンテーマを「Let‘s go this way －その道を進もう－」
、サブテーマは「多様な役割のなかで、新たな存在価
値を示す」といたしました。時代の変化と共に医療従事者に求められる役割も変化し、これからの臨床検査
技師の人づくりやサービス提供をどのように行っていくか、というところに様々な道があるということを意
味しました。
今学会は、がんゲノム関連や医療法改正など話題の内容が数多く企画され、両日共に多くの会場で満席と
なる程に盛況であり、全般を通して充実した実りある学会が開催できたと感じています。
シンポジウムでは初めての試みとなる日臨技と(一社)日本衛生検査所協会とのコラボレーション企画を
｢検査の委託や受託における精度管理向上を目指して｣と題し、それぞれの立場から発表と質疑応答が行なわ
れました。相互理解を深めたうえで連携を強化し委託と受託の一連における更なる精度管理向上を目指して
いくために、今後もこの企画が継続されることを望みます。また、シミュレーターを用いた“検体採取実践セ
ミナー”も、初めての試みでしたが参加された会員には良い企画だったとの評価をいただきました。
また、W マコト先生や齋藤孝先生のご講演は、コミュニケーション能力の向上に向けてお役に立てたので
はないでしょうか。両先生の会場は笑の絶えない楽しい雰囲気に包まれていました。
学会長講演でお伝えしましたが、人生 100 年時代においても価値ある業務で活躍し続けるために、主体性
のある臨床検査技師を目指すことを心掛けていただきたいと願っています。意志あるところに必ず道は開け
ます！
さて、次回の第 68 回 日本医学検査学会は（一社）山口県臨床検査技師会の渋田秀美学会長のもと、2019
年 5 月 18 日（土）
・19 日（日）に下関市で開催されます。多くの皆様のご参加により盛会に開催されます
ことを祈念申しあげます。
末筆ではございますが、本学会の開催にあたりご指導をいただきました日臨技の皆様、中部圏支部ならび
に静臨技役員や学術部門の皆様、運営に携わりました関係者の皆様、ご参加いただきました全国の会員・賛
助会員の皆様、多大なるご協力を賜りました各協賛企業の皆様に心よりお礼を申上げます。
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37 年ぶりの静岡県開催を終えて！
学会実行委員長 伊藤喜章（静臨技 新会長）
学会事務局長

薗田明広（静臨技 前副会長）

夏到来を感じさせた土曜日、打って変わって曇天から豪雨となった日曜日、そんな 5 月の二日間（12 日、
13 日）に浜松において第 67 回日本医学検査学会が
開催されました。初日の朝礼では日臨技宮島会長、
および山口学会長にありがたいお話を頂戴し、諸注
意の後、薗田学会事務局長の「がんばろう！」の気
合い入れで学会実行委員一同、いち早いスタートを
切りました。その後は会場準備に専念し、定刻に展
示イベントホール前にて開会のテープカットを行
うことが出来ました。

開会式：テープカット

今学会は会員の事前登録が 2025 名と多く、受付の渋滞がある程度緩和できましたが、やはり初日朝一番
は、当日の参加者及びランチョンチケットの取得に多くの方が見え、例年同様の混雑はあったものの大きな
トラブルもなく終えることが出来ました。最終的には学生 173 名を含め 4300 人余の来場者を数えるほどの
大盛況で、自分たちの目標値も達成でき、実行委員一同安堵しております。特に初動から 1 年以上も陣頭指
揮にあたった山口学会長の慶びは我々以上にひとしおのことと思います。一般演題 563 題、学会長講演や基
調講演のほか、招待講演 2 題、公開講演 1 題、教育講演 10 題、ほかシンポジウムなどの特別演題が 34 分野
80 演題と、幅広い分野で開催ができたことに大変満足しております。特に一般の方に開放する市民公開講
演は、悪天候の中、集客に少し不安はありましたが、案じていた心配をよそに 818 名の参加があり、会場は
大いに盛り上がりました。講演終了後、会場からアンコールが掛かり、齋藤先
生もご多忙な日程にもかかわらず再び登壇、追加講演して頂けたのは非
常に印象的でした。学会初日夜の情報交換会も多数の方にご参加いただ
き、非常に盛り上がりを見せました。ただ、会場が 500 人規模の広さで
あったため、想定を超える参加者により皆様にその圧迫感で少し窮屈な
公開講演：齋藤孝先生 熱弁

思いをさせてしまいましたこと、改めてお詫び申し上げます。
また、企業

展示は 79 社、ランチョン・スイーツの共催セミナ
ーには 30 社と、大変多くの企業・賛助会員の皆様
にご協力いただきましたこと、本当に感謝しており
ます。ご支援ご協力ありがとうございました。おか
げ様で静岡流の “おもてなし” が出来ました。
最後になりますが、今学会の準備期間中や会期中

展示企業へお礼の訪問 ： 宮島会長・山口学会長

に、日臨技理事や事務局の皆様には懇切丁寧なご指
導、ご協力を頂き、本当にありがとうございました。また、第 65 回開催の兵庫県実行委員会ならびに前回
開催の千葉県実行委員会の皆様には円滑な学会準備に向け、多大なご指導ご鞭撻を頂き、誠にありがとうご
ざいました。今回の成功は、皆様のご協力あっての賜物と大変感謝しております。
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【 学会を終えて：学術企画を運営して頂いた学術部門長の皆様より一言 】

学術特別企画 シンポジウムでの熱心な討論の様子

日臨技 横地副会長

臨床一般部門

（旧部門長）株式会社 LSI メディエンス 山村 一志
（新部門長）磐田市立総合病院
川井 孝太

この度、第 67 回日本医学検査学会において、行列ができるスキルアップ研修会、教育講演、シンポジウ
ムの 3 つの企画を計画、進行するという大役を初めて務めさせていただきました。当初は何から手をつけ
るべきか分からないことばかりで途方に暮れることもありましたが、部門員やその他の他施設の先生方の
ご助力もあり、無事に 3 企画を完遂することができました。この得難い貴重な経験をもとに今度は自分が
誰かの助けとなればと思います。

臨床検査総合部門

（旧部門長）
浜松市リハビリテーション病院
（新部門長）磐田市立総合病院

弘島 大輔
大井 直樹

総合部門では、
「検体採取業務の院内実施の現状と問題点」というテーマでシンポジウムを企画しました。
鼻腔・咽頭ぬぐい液、皮膚、便について、臨床検査技師が採取を行っている施設の先生方にご講演いただき
ました。実際に検査を行っている臨床検査技師による検体採取が、検査結果の質を高める要素であるという
ことを、みなさんに理解していただくよい機会になったと思っています。

病理細胞部門

（旧部門長）静岡赤十字病院

山田 清隆

（新部門長）富士市立中央病院

渡邉 広明

全国学会という大きなゴールに向けて右も左もわからない中、部門員同士で知恵や人脈を出し合ううちに
少しずつ企画の基盤が整い、柱が太くなっていくことを実感しました。企画は参加者があって初めて生きる
ものであり、そのニーズに沿った立案の難しさを再認識しました。成功も失敗もありましたが、部門内でこ
の経験を共有しながら、患者さんが安全で安心する病理診断に寄与できる学術活動を今後も継続していきた
いと思います。
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生物化学分析部門
（部門長)

磐田市立総合病院

春口 公哉

スキルアップセミナーは全国学会史上初の生物化学分析部門企画を浜松という地方の田舎で開催する冒険
に対して臨床化学会の先生に手探りでアポをとり勇気と希望を振り絞って頑張り、大人数の受講者を参集
する事が出来ました。学会２日目の午前に生物化学分析部門企画のシンポジウムと教育講演がバッティン
グして参加者から多くのクレームを浴びましたので被らないスケジュールを最優先するべきと思いまし
た。

染色体遺伝子部門

（旧部門長）静岡赤十字病院
（新部門長）県立静岡がんセンター

大棟 久美江
阿部 将人

Let’s go this way ーその道を進もうー 大会テーマに相応した学会が開催されたこと、学会長はじめ事
務局の皆様のご尽力によるものと存じます。染色体遺伝子部門においても、スキルアップセミナー、教育講
演、シンポジウムにはそれぞれに多くの参加をいただき、熱心に聴講され活発な質疑応答へとつなげてくだ
さいました。各企画に協力くださった先生方に感謝致すばかりです。

臨床血液部門

（旧部門長）三島総合病院
（新部門長）浜松医療センター

大橋 勝春
渡邉 正博

浜松で開催された日本医学検査学会が大盛況で行われ、参加者にとって実りのある学会として無事終了し
たことは、少しでも学会運営に携わることのできたスタッフの一人として大変誇らしく思います。事前準備
等に尽力されたスタッフの皆さんには感謝しきれません。私自身、今回の学会で多くのことを学ぶことがで
きました。この経験を活かし、今後の学術活動にも役立てていきたいと思います。

臨床微生物部門

（部門長）中東遠総合医療センター

上村 桂一

数年前から浜松での学会開催の決定が通告され、スキルアップセミナーの企画がそれぞれの部門に一任
されたところで始まりました。
同時にシンポジウムと教育講演のテーマ決定が必要だったことから、スキルアップセミナーのテーマ選
定にとても苦慮したことを覚えています。当部門では、
「質量分析・PCR があっても欠かせない従来の同定
法」をスキルアップセミナーのテーマにしました。
それぞれのテーマが決まってから、講師・司会の選出、時間枠の決定などいろいろと課題が次から次に
出てきました。しかし、当部門員一同は日常業務多忙の中、全国学会の開催に協力できるのは幸運だと
「できることはやりますよ」とお互い協力しながら達成できた学会でした。

臨床生理部門
（新部門長）富士脳障害研究所附属病院

杉山 聡

企画にあたり、全国の生理検査担当者が今知りたいことは何か。をまず考えました。当日までは、皆様
に足を運んでもらえるか不安もありましたが、立ち見になってしまう企画もあり、大盛況に終わることが
できました。運営スタッフとして学会に携われたことは非常に貴重な経験でした。この経験を県内の研修
会で活かせるよう、これからも努力していきたいと思います。
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学会受付：朝一番の風景

開会式

山口 学会長

宮島 日臨技会長

学会長講演
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基調講演の様子

日臨技 宮島会長

会場が一体となった齋藤孝 先生の公開講演

Ｗマコト先生 教育講演

晝馬先生 招待講演
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【 学会を終えて：西部地区 学会実務委員の皆様より 】

中東遠総合医療センター

鈴木 翔子

私は実務委員として、講師の先生を会場まで案内する係を担当しました。案内係として会場の配置を把
握し、想定外の事にも臨機応変に対応する必要があると考え、緊張しました。講演会場に案内する間、先
生にお声をかけることでリラックスしていただき、「浜松に来てよかった」と感じていただけるように努
めました。今回、実務委員として医学検査学会に携わった経験は、今後臨床検査技師の業務を行ううえで
の糧になると感じました。
聖隷浜松病院

加藤 成美

この度は、検体採取技術体験セミナーに実務委員として参加させていただき、これまでの自施設での経験
を生かして多くの方に検体を採取する時のコツを指導することができました。また、他施設の方から自分と
は異なる採取時の声かけや経験談を聞くことで、今後は患者さんが感じる不安や不快感、苦痛を今以上に軽
減するように工夫できると感じました。自らも多くの知識、技術を学ぶことができ非常に良い機会をいただ
けたと思っています。
市立湖西病院

杉浦 梓

今回、実務委員としてお手伝いさせて頂きました。事前の連絡や打ち合わせから、関係する方々が念入り
に細かいところまで準備されていることを感じました。スタッフの方々の業務にあたる姿勢、心遣いはこち
らから見てもとても気持ちのいいものでした。力不足ではあったかと思いますが、このような立場で、地元
浜松で開催された学会運営に関わることができた機会に感謝しています。
静岡厚生連 遠州病院

小林 祐子

今回実務委員として運営側から学会に関わるという貴重な体験をさせて頂きました。会場統括責任者補佐
業務ということで会場での案内や記念品のお渡しなどを担当しました。私自身は２日間のみの参加でしたが、
これだけ多くの方たちが関わり、ご尽力された上での本学会の成功だったのだなと実感する事が出来ました。
また、普段あまり顔を合わせることのない他病院の方たちとも交流する事ができ、これを機に今後ともお付
き合いしていけたらと思います。

浜松医療センター

國方 千菜美

今回、実務委員として、講師の先生方の控室などへのご案内をさせて頂きました。会場には殆ど訪れたこ
とがなく、少し不安でしたが、同じ実務委員の方々と 1 つ 1 つ手順を確認し、無事 1 日を終えることができ
ました。普段お話する機会のない他施設の方とも沢山関わることができて非常に楽しかったです。
また、普段は聴衆として参加するだけでしたが、学会運営の裏側を体験することができ、大変貴重な体
験になりました。
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学会式典と学術表彰の風景

大盛況の情報交換会風景
Fuukei

静岡の銘酒 富士誉

うなぎ茶漬け

浜松餃子
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様々な学会のひとコマ
前川先生の
米川先生の

教育講演

教育講演

多企業から出展があった展示会場の風景
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【 学会を終えて：学会実行委員からのご挨拶 】
副学会長

三宅 和秀 (静岡厚生連 清水厚生病院)

第 67 回 日本医学検査学会を静岡県の浜松市で開催できました事を大変うれしく思います。山口学会長の
もと伊藤実行委員長、薗田事務局長、実行委員、実務委員の方々が、一致団結できたからこそ 4,300 名余の
参加者を迎え盛会裏に開催できたと思います。
また、静岡県技師会員の皆様のご理解とご協力のおかげであり感謝申し上げます。その一員として学会に
携わることができましたことは、生涯の思い出になりました。
前回の学会は、昭和 56 年に静岡市で開催されて以来 37 年ぶりの事になりますが、終わって直ぐに次の開
催を論じるのは早すぎますが、生きている間に開催していただける事を切に希望いたします。

副実行委員長

清水 憲雄（磐田市立総合病院）

スキルアップ研修会から、全国学会の 3 日間にわたるプログラムを盛会裏に終えることができました。こ
れもひとえに、スキルアップ、シンポジウム、教育講演など１年以上にもおよびご準備いただきました静臨
技学術部門の皆さまのご尽力の賜物と感謝申し上げます。
副実行委員長として、学術部門の取りまとめを担当させていただき、至らぬ点ばかりではありましたが、静
岡県チームの一員として関わらせて頂いた貴重な体験を今後の業務に役立てていきたいと思います。

副実行委員長

杉澤 きよ美（沼津市立病院）

2014 年沼津での関東臨床細胞学会、2015 年静岡での中部圏支部医学検査学会でも実行委員として関わら
せていただきましたが、参加 6,000 名を越える全国学会の運営に関わらせていただけたことは、一生の財産
となりました。準備期間中から山口学会長をはじめとする熱い思いの溢れた諸先輩方について行くのが精一
杯でしたが、会期中も無我夢中であっという間に時が経っていました。コアな一員に加えていただけたこと
に感謝すると共に、お手伝いくださった実務委員の皆様、学術部門の皆様、学会に参加くださった会員なら
びに協賛社の皆様に厚くお礼申しあげます。

副実行委員長

直田 健太郎（聖隷浜松病院）

今回副実行委員長として学会に参加させて頂きました。各企業様への展示依頼、お弁当・お菓子の選出
等々・・・準備の際には色々ありましたが、全国より多くの会員皆様にご参加頂き、大変良い経験をさせて
頂いたと思っております！また、無事に会期を終了出来たのも、関係各位及びご参加頂いた皆様のご協力が
あったからこそだと感じております。この場を借りて心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。

学会会計部長

豊田 次郎（榛原医師会臨床検査センター）

第６７回日本医学検査学会を終え、今は無事に終わって安堵しています。会計の立場から賛助会員の皆様
が多くのセミナー開催や機器展示を行っていただき、また多くの参加者の皆様をお迎えでき本当に嬉しく思
い、心より感謝申し上げます。また理事退任後にもかかわらず任務を与えていただき、貴重な経験をさせて
くださいました山口学会長他、実行委員の皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。
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会計部長補佐

市川 千津子 (静岡済生会総合病院)

2 日目はあいにくの曇天でしたが全国から多くの技師に、また公開講演には市民の皆様に参加していただ
いた感謝の 2 日間でした。前日のスキルアップセミナーも 11 会場で 900 人を超える方に参加していただき
ました。企画、準備、当日運営を担当していただいた学術部員の皆様による、魅力ある企画だったからこそ
盛況な開催となったのだと思います。大変だったことと思いますが、本当におつかれさまでした。そしてあ
りがとうございました。

< 実行委員 >
山田 哲司（日臨技理事・聖隷三方原病院）
学会の企画・長期間の開催準備と当日の運営・後片付け、皆さん本当にお疲れ様でした。大成功に終わり、
本当にホッとしています。静臨技の実力を全国に示すことができたことを誇りに思うと同時に、その中の一
員でいられたことをうれしく思います。静岡県臨床衛生検査技師会の益々の活躍と繁栄を祈願すると共に、
微力ながら私も協力させていただきたいと思います。皆さん本当にお疲れ様でした。

都築 農夫志（静岡医療センター）
30 数年ぶりの静岡県開催となった全国学会に携わることができ、自分にとって大きな糧となる、たいへ
ん貴重な経験をさせていただきました。準備～終了の全期間で「静岡人の底力」に牽引され、無事に乗り切
れたと感じています。ご参加、ご尽力くださいました数多くの皆様、本当にありがとうございました。

羽切 政仁（聖隷沼津病院）
日臨技企画である「検体採取技術体験セミナー」の担当として第 67 回日本医学検査学会に参加させてい
ただきました。本セミナーへの参加者は合計 263 名と大勢の方が参加してくださいました。また本セミナー
は、時間割による各採取部位単位の技術体験を実施しましたが、部位ごとの時間割ではなく、好きな時間に
好きな部位の実技体験を要望されていた方たちも大勢いらっしゃり、皆様の検体採取への関心の高さを感じ
ることができました。

須田 達也（裾野赤十字病院）
全国学会が無事に盛況で終えたことに安堵しています。会期中に体調を崩し、疲労困憊でしたが、全国学
会実行委員会の一員として参加できたことはとても貴重な経験であったと感じています。また、多くの方が
参加し盛況であったことは、携わった皆様の努力の賜物だと思います。皆様に感謝いたします。

勝又 隆子（富士宮市立病院）
全国学会運営という初の大仕事を成功という形で終わる事が出来て、大変うれしく思います。慣れない
事だらけでいろいろと苦労がありましたが、貴重な体験をさせていただき学会運営の皆様には大変感謝し
ております。この貴重な体験を今後の仕事に生かせたらと思います。
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藤原 誠（伊豆赤十字病院）
私が担当したのは、14,15,16 会場の会場責任者という役で、クラウンパレスにずっとかんづめでした。二
回ほど次座長が見つからず、心臓に負荷がかかりましたが、なんとか間に合いほっとしたことが印象深く残
っています。また、受け持ち会場が多かったので、自身で実動することがなかなかできず、手伝っていただ
いた各会場の実務委員の皆様には大変感謝しています。ありがとうございました。

中島 和浩（市立島田市民病院）
第 67 回全国医学検査学会は、成功裏に閉会しました。私が理事となった 2 年前よりも以前からの企画、
業者を交えての会議に次ぐ会議、査読、会場割り当て、メールの嵐。長い準備の、その末の大成功！関わっ
た誰もが充実感を覚えたと思います。理事にならなければ、壮大なスケールの学会実現に向けての裏舞台を
見ることはなかっただけに、大変貴重な体験でした。演題をお寄せ頂いた方、参加した多くの皆様、本当に
ありがとうございました。

川口 貴子（静岡赤十字病院）
会場責任者として今学会に参加させていただきました。講師の先生方の顔が判らなかったり、講演時間が
延長してしまったりで焦ってしまいました。でも、一緒に仕事をしていただいた実務委員の方に助けられて
何とかでき、とても感謝しています。全国学会という大きなイベントに携わることができ、とても良い経験
になりました。今学会に関係した皆様、ありがとうございました。

鈴木 真紀子（静岡医療科学専門大学校）
学会の成功のため、早い時期から尽力する上役の先輩方の姿を目の当たりにしてきました。私も実務委員
として責務を果たせるか不安もありましたが、先輩方を初め、実務委員として参加して頂いた皆様の活気と
団結力をお借りして、何とか乗り切ることが出来たと思っております。大きな背中を見せて頂いた先輩方、
実務委員の皆様及び、参加して頂きました皆様に心より感謝いたします。

佐原 卓夫（浜松医療センター）
今回の学会には実行委員として参加させていただきました。打ち合わせや、会場責任者など大変でしたが、
学会は多数の参加者で大成功で終わり報われたと感じました。そして第 67 回日本医学検査学会に協力でき
たことを光栄に思います。

梶間 弘美（浜松市リハビリテーション病院）
お疲れ様でした。静臨技役員たちの強いリーダーシップと実務委員の臨機応変な対応によって、学会を盛
会裏に終えることができたと実感しています。ハプニングでドタバタしたことも今は楽しかった思い出と
なり、実行委員としてこの学会に関わる機会をいただいたことに感謝しています。
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ご尽力いただきました皆様
ご協力本当にありがとうございました！

大盛況を称え合う
宮島会長 と 山口学会長

懇親会一本締を終えて

学会終了の一本締

(伊藤実行委員長)

(三宅 副学会長)

編集：第 67 回日本医学検査学会 広報部
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