一般社団法人静岡県臨床衛生検査技師会会報

第 342 号
発行者
伊藤 喜章
編集責任者
大石 和伸
発行日
平成 30 年 9 月 1 日

9 月号の内容
◆「検査と健康展」についてのお知らせ

…… 1

◆
◆
◆
◆
◆

……
……
……
……
……

会員投稿
研修会案内
研修会終了報告
行事予定
組織部からのお知らせ

2
3～14
15～16
17
18

2018 年「検査と健康展」開催決定

昨年好評であった「検査と健康展」を今年も、11 月 3 日（土）エスパルスドリームプラザ（静岡市清水
区入船町 13-15）の 1 階 エスパルススクエアにて開催します。詳細な体験内容は未定ですが、昨年と同様な
頸部エコー、体成分分析、自己血糖測定、電子血圧計による血圧測定、顕微鏡鏡検、血
管可視化、物忘れ相談プログラム体験等を予定しています。また、今年も医師の相談コ
ーナーを設けます。会員の皆様、ご家族または親しい方々をお誘いの
上 11 月 3 日にエスパルスドリームプラザに来ませんか？そして、
「検
査と健康展」の会場で色々な検査を体験してみてください。今年は、
大道芸と日時が重なっていますので、大道芸を見に来たついでにお
立ち寄りください。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
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会員投稿
女子の山登り入門
聖隷浜松病院 谷高由利子
今年に入って、新たな趣味として山登りを始めた。日常生活は専らエレベータ派の私であるが、運動不足
を解消しようと一念発起した。そして「登山歴の長い友人に付いていけば何とかなる」と軽い気持ちで考え
ていた。

1 回目の山登りは 5 月、初心者向けの湖西連峰ハイキングコースを予定した。早々と新調したスカイブル
ーの登山シューズと登山用リュックとトレッキングポール、格好から揃えていくのはいかにも初心者である。
当日は快晴、車で登山口まで行き、
「さあ歩くぞ！片道 1 時間のコースなんて楽勝」と山に入ったが、行く
ほどに足は進まず、顔面蒼白になってきた。まずい、完全にナメていた・・・と思った時にはすでに遅かっ
た。明らかに減速した私を見て友が言った。
「唇、紫だよ」

「う、うん。気持ち悪い・・」

「えっ～!! まじんが～～!?」

まともに朝食を食べずに山を登り早々にダウンした私に、友がリュックからあらゆる食料を配給してくれた。
2 時間掛けて何とか富士見岩に到着したが、ほろ苦いデビューであった。

2 回目は 7 月、人気の高尾山。旅館に前泊し朝食をしっかり摂って 9 時に登山口に向かった。高尾山には
一号路から六号路の登山道があり、登りは初心者向けの一号路表参道コースを行った。定番コースであるた
め、リュックを背負った人々が各々のスピードで歩いていく。
私たちも雑談しながら木漏れ日の中を歩いて行った。森
の中とはいえ、この夏は暑い。初登山の紫唇の悪夢がよ
みがえったが、今を楽しもうと歩き続けた・・
途中に巨大杉が現れた。樹齢 450 年の「たこ杉」と頭を
なでると運を引き寄せるという開運「ひっぱりたこ」
。途
中にある展望台や薬王院にも寄り道し、御利益のあるも
のには全て手を触れ、水分と塩分を補給しながら着実に
歩いて行った。
そして、12 時に 599m の山頂に到着。遠く都心のビル群を眼
下に見渡しながら広場で食べたおにぎりは美味しかった。
2 回目にして初めて山登りの「達成感」を味わった。そして、
日常を忘れて自然や自分達と対話することが山登りの魅力な
のだと感じた。

「次は、どの山に登ろうかな。
」
2

研修会 案内

臨床検査関連研修会・講習会 (1)
平成 30 年 8 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( 9)（敬称略）

平成 30 年
9 月 1 日（土）
14 時～16 時 10 分

平成 30 年度 第 2 回 生物化学分析部門研修会
＜テーマ＞
新人技師からベテラン技師まで納得出来る内容・知識を習
得する。

静岡県立総合病院 6 階
つつじホール講堂
＜内 容＞
会員
1,000 円
賛助会員 1,000 円
非会員
2,000 円

講演 1 14：00～15：00
『採血業務における基礎的な注意点～採血管の取り扱いと
臨床検査値への影響～』
積水メディカル株式会社 学術・技術グループ
高田 真由美 先生
休 憩 15：00～15：10
講演 2 15：10～16：10
『梅毒の近況と抗体検査について』
極東製薬工業株式会社営業学術部 顧客支援課
免疫・生化学グループ
中岡 啓一 先生

＊事前申し込みの必要はありません。直接会場にお越しく
ださい。
＊県立総合病院駐車場の駐車券を無料措置しますので提出
して下さい。
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No.（180015274）
専門－20 点

【問い合わせ先】
生物化学分析部門
春口 公哉
磐田市立総合病院
臨床検査技術科
TEL 0538-38-5000
（内線 2710）
iwata-seikagaku
@key.ocn.ne.jp

臨床検査関連研修会・講習会 (2)
平成 30 年
9 月 1 日（土）
14：30 より受付開
始

富士市立中央病院
大会議室 2F

会費

1,000 円

静岡超音波研究会 第２回研修会
本会は静岡県及び周辺の地域で超音波検査に携わっている
医師、臨床検査技師、診療放射線技師など多職種を対象とし
た超音波検査の研究会で、今年に発足致しました。
本会は超音波検査に従事している方々の相互啓発と質の向
上を目的に超音波診断の技術面から臨床面に及ぶ幅の広い学
術研究を含めた多くの研究会発表と講演を企画したいと考え
ております。そしてこの度第２回目の研修会を企画致しまし
たので、お知らせいたします。今回の研修会では、『基本』
と言うことをテーマに各分野の達人にお話しをして頂きま
す。
私ども関係者一同は、この研究会を充実した内容で円滑に
運営するべく鋭意準備を進めているところであります。よろ
しくお願いいたします。
＜プログラム＞
14：55 静岡超音波研究会設立について（ 挨 拶 ）
代表世話人
奥川 令
15：00 超音波装置最新技術の紹介
＊ 日本光電工業株式会社
＊ 株式会社 キヤノンメディカルシステムズ
15：30
『心機能理解の第一歩 ～予習にも復習にも～』
岡村記念病院
秋山健太郎
心臓超音波検査の基本である収縮能と拡張能についてポイン
トをしぼって解説します。
16：10
『急性心不全に至った重症大動脈弁狭窄症』
静岡県立総合病院
鈴木駿輔
ガイドラインに沿った計測のポイントや工夫やピットホール
などを解説します。
16：50
『明日から実践！急性腹症の消化管エコー』
静岡県立総合病院 中村元哉
急性腹症で遭遇する消化菅疾患について考え方、走査方法を
解説します。
17：30
『初級者が知っておきたい腹部腫瘤性病変』
静岡県がんセンター 米山昌司
腹部超音波で遭遇する代表的な腫瘤性病変について、鑑別上
の注意点などを解説します。
＊いずれの講義も初心者の方にもわかりやすくお話しして頂
きます
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No.（180014453）
専門－20 点

【問い合わせ先】
事務局
静岡県立総合病院
中村 元哉
メールアドレス：
11mot.nak52@gmail.com

臨床検査関連研修会・講習会 (3)
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
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臨床検査関連研修会・講習会 (4)
平成 30 年
9 月 21 日（金）
18：30～20：30(予
定)

三島商工会議所
4 階会議室 B
静岡県三島市一番町
2-29
Tel 055-975-4441

会員
非会員

500 円
1,000 円

静岡県標準化事業
第 20 回東部地区意見交換会
＜テーマ＞
若手技師・経験年数の浅い技師の方の研修と臨床検査に
関する意見交換を通して検査室のレベルアップを図る

＜内 容＞
今回は検査前工程（検体採取から遠心分離まで）につ
いてディスカッションしたいと思います。
みなさんの施設ではどんな条件で検体を処理していま
すか?
１．「遠心分離について」
久保田商事株式会社
黒沢崇行
２．「採血管について」
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
吉岡賢治
３．「検査技師が医師・看護師に向けて院内研修を行う
意義」
順天堂大学医学部附属静岡病院
橋本郁実

東部に限らず県内全体を対象にしていますので多くの
方の参加と活発なご意見を宜しくお願いします。
賛助会員の方など興味のある方は誰でも参加可能で
す。
＊20：30 終了予定ですので各自で空腹対策をお願いし
ます。
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No.（180014442）
専門－20 点

【問い合わせ先】
静岡県標準化委員会
児玉 由美子
順天堂大学医学部附属静岡
病院
TEL：055-948-3111
(内線 1402)

臨床検査関連研修会・講習会 (5)
平成 30 年
9 月 29 日（土）
14：00～17：00
（受付 13 時 30～）

静岡市立静岡病院
12 階 講堂

会員
1,000 円
賛助会員 1,000 円
非会員
2,000 円

平成 30 年度 第 3 回 臨床血液部門研修会
＜テーマ＞
WHO 分類第 4 版 2016 改訂版（MDS）を正しく理解しよ
う！

No.（180014824）
専門－20 点

【問い合わせ先】
臨床血液部門
渡邉 正博

＜内 容＞
１．WHO 分類第 4 版 2016 改訂版について（総論と症例）
変更となった点の総論や症例を講演していただきます。
浜松医療センター
浜松医療センター 臨床検査技術科
臨床検査技術科
渡邉 正博 技師
中東遠総合医療センター 臨床検査室 TEL 053-453-7111
大塚 美和 技師
富士市立中央病院 臨床検査科
手老 真弓 技師
静岡市立清水病院 検査技術科
塩川 一樹 技師
２．IPSS（WPSS、IPSS-R）による病期分類・予後予測お
よび治療方針の選択
浜松医科大学医学部附属病院 血液内科
依田 在理 医師
今回は血液像鏡検において異形成所見をもつ代表疾患であ
る MDS にテーマを絞りました。WHO 分類第 4 版 2016 改
訂を受けて変更となった点についての総論や症例を交えた講
演と、その分類に基づく MDS の治療方針についての講演を
お話しいただきます。異形成や MDS について押さえておき
たいポイントがよく分かる内容の講演です。
血液像を深めたい方だけでなく、これから血液像に携わる
方や新人の方も是非ご参加ください。
＊事前申し込み不要。 当日、直接会場へお越しください。
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臨床検査関連研修会・講習会 (6)
平成 30 年

9 月 29 日（土）
9：30～17：30

静岡赤十字病院
3 号館 2 階
第 1・2 研修室

研修会当日受付で下記の
受講料を徴収します。
・会員
2,000 円
・賛助会員 2,000 円
・非会員
4,000 円
・学生
（当日学生証を提示頂く
と会員料金での受講が
可能となります）
※日臨技会員証を必ずご
持参下さい。
※他都道府県技師会の会
員の方も日臨技会員で
あれば会員料金での受
講が可能です。
※地臨技のみ入会の会員
は非会員料金となりま
すのでご了承下さい。

平成 30 年度 第 2 回 病理細胞部門研修会
＜テーマ＞
細胞検査士一次試験合格につながる細胞像の読み解
き方を学ぼう
＜内 容＞
昨年度に引き続き細胞検査士一次試験の画像試験に
重点をおいた研修会を企画しました。
写真問題集を作成し、受講者の習熟度も考慮した研
修を計画しております。（詳細は下記の研修形式の
説明欄をご参照下さい。）
病理検査に配属されたばかりの新人の方、細胞診を
勉強してみたい方、勉強中の方、今年受験予定で力
試ししてみたい方・・
仲間と一緒に細胞像の勉強をしてみませんか？
【研修会日程】
9：30～ A グループ 受付開始
10：00～ 開会（日程説明・会場案内・模試準備）
10：15～ 細胞像画像模擬試験開始
（婦人科 15 問・呼吸器 15 問・乳腺，甲状腺 12
問・消化器 12 問・泌尿器,体腔液 12 問・脳，軟部、
リンパ節 14 問）
11：45～ 昼食休憩（模試解答採点・返却）
B グループ 受付開始
12：45～ 解答解説・講義（グループ A・B 合同）
（詳細な時間割は会場でお知らせします。）
17：30～ 閉会
今回の研修会は 2 つの形式で行います。
【A グループ】
今年受験する方、近い将来に受験を考えている方、
今の自分の実力を試してみたい方は是非こちらの形
式での受講をお願いします。
研修会当日の午前中に同定模擬試験を受けて頂きま
す。模試終了後、回収した回答用紙は午後の解説講
義までに採点し返却します。
講義前に弱点を把握し、重点的に苦手分野を克服す
ることを目的とした形式です。
【B グループ】
細胞診経験が殆どない方や一度も受験したことのな
い方、少しは勉強しているけれども試験を受けるレ
ベルにはまだまだ足りないという方には事前に問題
冊子を送付します。研修会開催日までに予習や解答
をしてきて頂く形です。当日は問題冊子を持参し、
午後の解答解説から参加して頂きます。講義の理解
度の向上を目的とした形式です。
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No.（180015566）
専門－20 点

【問い合わせ先】
富士市立中央病院
病理検査
渡邉広明
TEL：0545-52-1131
Email：
shizuringibyouri
@yahoo.co.jp

※勤務の都合や当日遠方よりお越しで午後からのみ
受講可能な方もこちらの形式をご利用頂けます。
※午後の講義を受講して頂くことが事前に資料送付
する条件となりますので、ご理解の程よろしくお願
いします。
事前申し込み制：9 月 18 日（火）17 時までに申し
込みお願いします。
①所属施設名②氏名③細胞検査士試験の受験歴の有
無
（※受験歴のある方は一次試験の受験回数も記載し
て下さい）④研修形式の選択：A グループまたは B
グループ
（※B グループを選択された方は送付先の住所も記
載して下さい。）
①～④を添えて shizuringibyouri@yahoo.co.jp まで
メールでお申込み下さい。

研修終了後に懇親会を予定しております。
参加を希望される方は平成 30 年 9 月 18 日（火）17
時までに上記問い合わせ先へ電話またはメールにて
申し込みをお願いします。
時間：18：00〜20：00 予定
会費：5000 円程度
会場：未定（静岡駅近郊で行います。）
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臨床検査関連研修会・講習会 (7)
平成 30 年
9 月 29 日（土）
14:00 ～ 17:00

静岡産業経済会館
3F 第 1 会議室
〒420-4330 静岡県静
岡市葵区追手町 44-1

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）
＜内 容＞
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。当日、直接会場にお越しくだ
さい。
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No.（180017399）
専門－20 点

【問い合わせ先】
静岡県臨床衛生検査技
師会 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 (8)
平成 30 年
10 月 6 日（土）
13：00～17：00
10 月 7 日（日）
8：30～16：00

名古屋市立大学病
院医学部
10 月 6 日（土）
：
医学部研究棟 11 階
講義室 A
10 月 7 日（日）
：
基礎実習棟 4 階
微生物学実習室

会員 7,000 円
非会員 15,000 円
（2 日目の昼食代
1,000 円別途必須）

平成 30 年度日臨技中部圏支部
輸血伝達講習会
＜テーマ＞
認定輸血検査技師レベルを目指す輸血検査技術の習得
＜プログラム＞
≪１日目≫ 10 月 6 日（土）
12：00 受 付
13：00 開講式／オリエンテーション
13：15～16：45 （途中休憩あり）
講義 1 ABO 血液型・RhD 血液型検査の注意点と
異常反応の考え方（DVD 講習）
東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 輸血室
板垣 浩行先生
講義 2 不規則抗体検査―抗体同定までのポイント―（DVD
講習）
近畿大学医学部付属病院 輸血・細胞治療センター
井手 大輔先生
講義 3 交差適合試験陽性時の対応（DVD 講習）
福島県立総合衛生学院 教務部 臨床検査学科
安田 広康先生
講義 4 医療機関と血液センターの相互理解の重要性
（DVD 講習）
福岡県赤十字血液センター 学術課
東谷 孝徳先生
講義 5 輸血部門が知っておくべき輸血検査に影響する
分子標的治療薬について
東邦大学医療センター大森病院 輸血部
奥田 誠先生
司会・進行 丸山 美津子先生
（三重大学医学部附属病院輸血・細胞治療部）
片井 明子先生（愛知医科大学病院輸血部）
16：45 実技説明
≪２日目≫10 月７日（日）
8：30 受 付
9：00～15：30 実技講習および解説（昼食、休憩あり）
1）血液型検査
2）直接抗グロブリン試験、抗体解離試験
3）解離液の不規則抗体同定
4）検査結果のディスカッション
16：00 閉講式
＊申し込み期間は平成 30 年 8 月 1 日（水）～8 月 31 日（金）
です。
＊定員 52 名です。
＊申込み方法などの詳細は日臨技もしくは静臨技の HP および
開催案内をご確認ください。
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No.
専門－30 点

【問い合わせ先】
愛知医科大学病院
輸血部
片井 明子
〒480-1195
愛知県長久手市
岩作雁又 1-1
E-mail：akik@aichimed-u.ac.jp
TEL 0561-61-3125
FAX 0561-61-3125

臨床検査関連研修会・講習会 (9)
2018 年
10 月 20 日（土）
14:00 ～ 16:30

2018 年度 第 2 回 臨床生理部門研修会

No.（180018895）
専門－20 点

＜テーマ＞
超音波検査士認定試験対策セミナー
【問い合わせ先】

静岡県教育会館
すんぷらーざ
中会議室
静岡市葵区駿府町 112
電話 054-252-1011

会 員
非会員

1,000 円
2,000 円

＜内 容＞
13:30～
受付
14:00～16:30 超音波検査士認定に向けた基礎研修会
講師：株式会社日立製作所ヘルスケア
アプリケーション開発部
長野 智章先生
16:30～16:40 質疑応答
＊対象者：超音波検査士認定試験の受験予定者
＊日臨技ホームページの会員専用ページから事前参加
登録を行ってください。
（ホームページからの登録が困難な方、もしくは非会
員の方は右記問い合わせ先までご連絡ください。）
＊申込期間：9 月 18 日(火)～10 月 10 日(水）
＊当日参加は可能ですが人数次第では当日分の資料が
不足する場合があります。
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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 : 0544-23-5155
（ 内線 580 ）
Email : fujinoukensa
@yahoo.co.jp

臨床検査関連研修会・講習会 (10)
平成 30 年
11 月 3 日（祝）
～
11 月 4 日（日）

石川県立中央病院
3 階 会議室１
〒920-8530
石川県金沢市鞍月
東 2 丁目 1 番地

定員 80 名
会員
5,000 円
賛助会員 5,000 円
非会員
8,000 円

平成 30 年度日臨技中部圏支部
第 25 回臨床微生物部門研修会
＜テーマ＞
今、日常業務を見つめなおそう！～臨床に役立つ検査～
＜プログラム＞
≪１日目≫ 11 月 3 日（祝日）
12：00 受付
12：30 ランチョンセミナー

No.（180009772）
基礎－20 点

【問い合わせ先】
石川県臨床検査技師会
臨床微生物部門 部門
長 金沢医科大学病院
東京医科大学 大楠清文先生 中央検査部 川村佳江
（ランチョンセミナーは任意参加です。
TEL：076-286-3511
研修会申込み時に参加の有無を確認致します。）
E-mail:
13：40 開講式／オリエンテーション
kae@kanazawa14：00 講演１「日常最細菌検査のポイント～検査・報告すべ med.ac.jp
き菌、薬剤、コメント～」
京都府立医科大学附属病院 医療技術部
木村 武史 先生
15：00 講演２「菌力アップトレーニング」
東京医科大学 微生物学
大楠 清文 先生
16：10 コーヒーブレイク
16：20 講演３「これからは耐感（体幹）も鍛えまし ょう！
中村流（竜）耐感トレーニング」
京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科
中村 竜也 先生
17：20 お知らせ
（研修会終了後に懇親会を企画しています。
研修会申込時に参加の有無を確認致します。）
≪２日目≫ 11 月 4 日（日）
8：30 受付
9：00 講演４「細菌検査室の寄生虫検査～寄生虫検査の砦は
あなたかも～」
北陸大学 医療保健学部 医療技術学科
松村 隆弘 先生
10：10 講演５「AST における臨床検査技師の役割～感染症
から見た抗菌薬選択～」
金沢医科大学 臨床感染症学
飯沼 由嗣 先生
11：10 閉講式
＊申し込み締め切りは 平成 30 年 10 月 6 日（土）です。
＊宿泊の手配は、参加者各自でお願い致します。混雑が予想さ
れますのでお早目にご予約ください。
＊申込み方法などの詳細は日臨技もしくは静臨技の HP および
開催案内をご確認ください。
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臨床検査関連研修会・講習会 (11)
平成 30 年
12 月 8 日（土）
～
12 月 9 日（日）

平成 30 年度日臨技中部圏支部
第 34 回臨床血液部門研修会
＜テーマ＞
Step Up しよう ～血液担当技師として一歩前へ～

＜プログラム＞
富山県民共生センター ≪１日目≫ 12 月 8 日（土）
「サンフォルテ」
11:00～12:45 受付（ランチョンセミナー中も受付可）
3 階 研修室
12:00～12:40 ランチョンセミナー「悪性リンパ腫を理
住所：
解するための基礎知識」協賛：積水メディカル株式会社
富山市湊入船町 6-7
12:45～ 開講式
13:00～ 講義①「血液像をマスターしよう！」
聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部
会費
9,000 円
井本 清美 先生
（2 日間参加）
14:50～ 講義②「明日から実践！骨髄像の見方」
※ 1 日のみの参加は
獨協医科大学病院 臨床検査センター
原則受付いたしませ
新保 敬 先生
ん。
16:20～16:50 コーヒーブレイク
16:50～ 講義③
「ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰを理解しよう！ｹﾞｰﾃｨﾝｸﾞから結果の解釈」
滋賀医科大学医学部付属病院 検査部
池本 敏行 先生
19:00～ 情報交換会（任意参加）
会場：とやま自由館１F「レストランシャトー」

No.（180004711）
専門－30 点

【問い合わせ先】
富山県臨床検査技師会
臨床血液部門 部門長
市立市立砺波総合病院
臨床検査科
中村 利弘
TEL：0763-32-3320
E-mail :
toshihiro.nakamura@
med.tonami.toyama.jp

≪２日目≫ 12 月 9 日（日）
9:15～ 講義④
「臨床医が伝えたい！治療・移植・最新の話題」
富山赤十字病院 血液内科部長 黒川 敏郎 先生
10:55～11:25 スイーツセミナー
11:25～ 講義⑤「みんなで考えよう！見逃してはいけな
い異常値とその対応法」
天理よろず相談所病院 臨床検査部
下村 大樹 先生
12:55～ 閉講式・修了書授与
来年度開催県挨拶（静岡県）
＊事前申し込み制で、募集期間は 2018 年 08 月 01 日〜
09 月 31 日、定員 130 名です。
＊先着順受付で、定員になり次第〆切りとさせていただ
きます。
＊申込み方法などの詳細は日臨技もしくは静臨技の HP
および開催案内をご確認ください。

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。
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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研修会 終了報告

事業名
開催日

平成 30 年度 第 1 回 臨床微生物部門研修会
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
平成 30 年 7 月 14 日（土）

会 場

三島市民生涯学習センター

参加人数
内 容

３階講義室

25 人

三島市民障害学習センターにおいて、
「真菌の知識を深めて明日からの検査に活か
す」をテーマに、2018 年度第 1 回微生物検査部門研修会を開催いたしました。
講師を含め 25 名の参加で、ディスカッションしやすいとても和やかな雰囲気でし
た。
講演１では、アスペルギルスの分離培地検討について、藤枝市立総合病院の粳田和
美先生に日頃自分たちも行っている具体的な内容を、わかりやすくまとめてご発表い
ただき、とても参考になりました。
講演２は、帝京大学医療共通教育センターの田村俊先生に、真菌の感受性試験につ
いて、主に CLSI の基準についてのお話をして頂きました。糸状菌の薬剤感受性検査
は一般の病院ではほとんど実施されていないと思いますので先生のお話は大変興味
深いものでした。
最後の講演３は、大変著明な帝京大学医学研究科教授の槇村浩一先生に、真菌症の
最近のトピックスについてご講演して頂きました。槇村先生には、日常よく出てくる
メジャーな菌から、ほとんどお目にかかることのないマニアックな菌まで、とっても
美しい芸術的な３D 顕微鏡写真と共にお話しいただき、大変感動いたしました。ご講
演後も、多岐にわたる質問にわかりやすくお答え頂き、明日からの業務に大変参考に
なりました。
さらに、今回の研修会には、先生の貴重なポスターをお借りすることができ、会場
に設置させていただきました。また、先生のご厚意によりそのポスターの撮影も許可
して頂けたため、多くの参加者が写真をとって帰られました。
3 時間の研修会でしたが、内容の濃い充実した研修会でした。
今回参加された会員の皆様が真菌に興味を持ち、日常の業務に活かして頂けること
を期待します。
今年度、初の勉強会を東部開
催としました。今回はあまり東
部からの参加がなかったので、
今後東部開催の場合には、さら
に多くの東部エリアの参加を
お願い申し上げます。
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事業名

平成 30 年 第２回 臨床血液部門研修会

開催日

平成 30 年 8 月 4 日（土）

会 場

CSA 貸会議室 レイアップ御幸町ビル 5 階

参加人数

81 人

内 容
今回は血算と血液像の基礎を固めよう！ということで、第 1 講演は、自動血球計数
装置のスキャッタグラムの実践的な見方、考え方について各メーカーの協力のもと、
症例を交えて講演して頂きました。第 2 講演では、血算の基礎知識をはじめ、注意す
べき検査値の見方や異常値への対応方法を分かりやすく説明して頂きました。また今
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では、各施設が
作製した血液塗抹標本を提示し、自施設と他施設との標本がどう違うか、自施設の作
製方法を見直すきっかけになったのではないでしょうか。どちらの講演も今後の検査
業務に、すぐにでも役立てていける大変有意義な研修会でした。
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平成 30 年 9 月・10 月・11 月の行事予定
9月
1 日（土）平成 30 年度 第 2 回 生物化学分析部門研修会
4 日（火）静岡県医師会臨床検査精度管理委員会
11 日（火）第 6 回理事会
15 日（土）平成 30 年度 第 1 回 輸血・細胞治療部門研修会
21 日（金）静岡県標準化事業 第 20 回東部地区意見交換会
29 日（土）平成 30 年度 第 3 回 臨床血液部門研修会
29 日（土）第 1 回 臨床一般部門研修会（7/28 台風中止研修会振替）

：静岡県立総合病院
：静岡県医師会仮事務所
：静臨技事務所
：あざれあ
：三島商工会議所
：静岡市立静岡病院
：静岡産業経済会館

10 月
2 日（火）減塩・低カロリープロジェクト 2018 打ち合わせ（19：30） ：浜松医師会館
6 日（土）～７日（日）平成 30 年度 日臨技中部圏支部輸血伝達講習会 ：名古屋市立大学医学部
20 日（土）超音波検査士認定試験対策セミナー
：静岡県教育会館
すんぷらーざ
11 月
3 日（土）検査と健康展
23 日（金）～24 日（土）メディメッセージ 2018
24 日（土）～25 日（日）中部圏支部医学検査学会（第 57 回）
25 日（日）減塩・低カロリープロジェクト 2018
25 日（日）第 35 回 静岡県臨床検査精度管理調査報告会

：エスパルス・
ドリームプラザ
：アクトシティ
浜松展示場
：三重県総合文化
センター
：浜松市医師会館
：あざれあ

☆ 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。
TEL：053-453-7111（内線 8421）

E-mail：osigoto@samt.or.jp
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組織部からのお知らせ
｢平成 30 年度会員名簿配布｣と｢前年度会員名簿回収｣
並びに｢次年度の会員名簿配布｣について
平成 30 年度会員名簿が完成いたしましたので、賛助会員・役員・施設・会員宛にお送りします。
静臨技会員の個人情報保護の観点から、前年度名簿を回収しています。返却方法は、同封の返却用封筒に
施設名等がわかるよう明記の上、中北便もしくはご郵送いただきます様ご協力をお願いいたします。
尚、昨年度より個人会員様におきましては必要な方に限り会員名簿を配布させて頂いています。また、次
年度の名簿が必要な個人会員様は、前年度名簿返送時に所定の書類を添えてくださいます様お願いいたしま
す。
ご不明な点がございましたら、静臨技組織部 須田までお問い合わせください。
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