
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

今年は、北海道地震、台風 21 号 、西日本の豪雨、また、台風 24 号では、静岡県（特に西部）でも停

電や塩害など多くの自然災害が発生しています。 

当会では、自然災害による被災会員には、「共済金等の支給及び会費減免に関する細則」によりその措置

を定めています。自然災害に被災された際には、自然災害による共済金等の支給申請手続きを行ってくだ

さい。申請手続きとして、「災害時の届出用紙」に必要事項を記入し、提出をお願いします。「災害時の届

出用紙」は日臨技 HP よりダウンロードができます。 

＊ダウンロード方法 

日臨技 HP より会員ホームページに入り、事業運営のありかたを定める規定等の『災害共済金の支給及

び会費減免に関する細則』を選んでください。 

「災害時の届出用紙」に関しては各支部長への提出となっていますので充分に把握しておいて頂きたい

と思います。 

各支部長は以下です。 

東部：羽切 政仁（聖隷沼津病院） 

中部：坂根 潤一（静岡県立こども病院） 

西部：齋藤 晴義（聖隷予防検診センター） 

 

◆ 自然災害による共済金等の支給申請手続きの案内 

◆ 会員投稿 

◆ 研修会案内 
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◆ 行事予定 
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停電 

                       聖隷予防検診センター 西村 奏子 

９月３０日、台風２４号の影響により停電が起きました。一人暮らしを始め

て半年、まさかこのような事態が起こるとは思ってもいませんでした。翌日、

停電のため仕事は急遽お休みとなりまし

た。お休みにはなったものの、電気が通

っていなければテレビは見られない、洗

濯機は回せない、スマホは充電できないためあまり使うことができ

ない、部屋にいてもやることがありませんでした。そこで、自転車

で周辺を走ってみることにしました。外に出ると道に落ちているたくさんの葉っ

ぱや木の破片、瓦が外れている家や窓が割れてしまった家、明かりがついていな

い信号機など台風の爪痕がありました。そして一番驚いたのは、電気がついてい

ないコンビニが営業していたことです。売られているものに限りはありました

が、２人の店員さんが乾電池式のレジを使って普通に営業していたのです。とて

もありがたく感じました。 

そして電気がつかないまま夜を迎えました。懐中電灯の光だけの部屋は思ってい

た以上に暗く、この半年間で一番心細さを感じました。水とガスは通っていたの

で料理はできましたが、火が通っているのかいないのかよくわからない状態でし

た。また、冷凍庫の中の物の大半が溶けてしまっており、出来るだけ消費しよう

としましたが、捨てることになってしまったものも多くありました。 

結局電気が復旧したのは停電発生から４２時間後でした。電気がついた瞬間、思わず来た！と声を上げる

ぐらい嬉しかったです。 

今回の停電で、日常生活がどれだけ電気で成り立っているかを思い知り、電気のありがたみが身に沁み

ました。また、停まったのが電気だけだったのでまだ良かったもの

の、水やガスも停まっていたらと思うとぞっとします。最近は災害

が多く、ニュースなどでその様子がよく伝えられていましたが、そ

れは他人事としか捉えておらず、全然対策が出来ていなかったこと

を痛感しました。またいつこのような、もしくはより重大な災害が

起こるかわかりません。いつか起こるかもしれない事への対策をし

っかり行うことがどれだけ大切か思い知りました。 

 

会員投稿 
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臨床検査関連研修会・講習会 (1) 

平成 30 年 10 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（11）（敬称略） 

 

 

 

平成 30 年 

11 月 3 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 2 回 臨床一般部門研修会 

 

＜テーマ＞  

尿試験紙と赤血球形態の基礎を身につけよう！！ 

 

＜内 容＞ 

13：30～    受付開始 

14：00～15：00 『尿試験紙検査の豆知識』  

シーメンスヘルスケア･ダイアグノティクス株式会社 

DX 事業部 POC スペシャリスト部 

CDX スペシャリストグループ  

奥村 禎浩 先生 

15：00～15：15  休憩 

15：15～16：45 『非上皮細胞の基礎 赤血球形態

を中心に…』 

  株式会社 LSI メディエンス 診断検査事業本部 

臨床検査事業部ラボ運営・開発センター 運営管理部 

高野 弘美 先生 

         

16：45～17：00   連絡事項・閉会 

 

 今回の研修会では、第 1 講演では尿試験紙の取り扱

いなど、尿試験紙の基礎をご講演していただきます。  

 第 2 講演では、非上皮細胞の基礎として赤血球形態

を中心に糸球体型赤血球と非糸球体型赤血球の見分け

方のコツなどをご講演していただく予定です。 

 日常業務で一般検査に携わっている方だけでなく、

形態学を勉強したい方、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。 

 

＊事前申し込み不要。 当日、直接会場にお越しくだ

さい 

 

 

 

No.（180020359） 

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 

 

 

 

 

 

 

研修会 案内 
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臨床検査関連研修会・講習会 (2) 
 

 

 

平成 30 年 

11 月 3 日（祝） 

12：00～ 

11 月 4 日（日） 

11：30 

 

 

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 

 

 

＊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。 

 

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～ 

 

＜内 容＞ 

ランチョンセミナー 

東京医科大学 大楠清文先生 

（ランチョンセミナーは任意参加です。研修会申込み時

に参加の有無を確認致します。） 

講演１「日常最細菌検査のポイント～検査・報告すべき

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 

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 

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 

≪２日目≫ 11 月 4 日（日） 

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 

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 

 

＊研修会終了後に懇親会を企画しています。研修会申込

み時に参加の有無を確認します。 

 

※詳細なプログラムや申込み方法などは日臨技もしくは

静臨技の HP および開催案内をご確認ください。 

 

 

 

No.（180004553） 

専門－30 点 

 

 

【問い合わせ先】 

研修会事務局 

〒920-0293 石川県河

北郡内灘町大学 1-1 

金沢医科大学病院 

中央臨床検査部  

河村 佳江 

E-mail：

kae@kanazawa-

med.ac.jp 

TEL 076-286-3511 

（内線 5330） 

FAX 076-286-2878 
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臨床検査関連研修会・講習会 (3) 
 

 

 

平成 30 年 

11 月 9 日（金) 

19:00～ 

 

 

口腔保健医療センター

（保健所隣接）1F 

講座室 

〒432-8550 浜松市

中区鴨江二丁目 11 番

2 号  

 

 

参加費  無料 

 

平成 30 年度衛生検査所精度管理責任者等研修会 

 

 浜松市では市内の登録衛生検査所を対象として、外

部精度管理調査、立入検査を実施しております。今年

度も調査結果についての報告と特別講演を下記のとお

り開催することとなりました。 

 精度管理責任者に限らず、どなたでも参加できます

ので、多数の参加をお願いたします。 

 

＜内 容＞ 

１）講演「平成 30 年度衛生検査所立入検査の総評及び

精度管理について」 

浜松市衛生検査所精度管理専門委員会委員長 

聖隷浜松病院 臨床検査科部長 

米川 修 先生 

２）特別講演「骨髄異形成症候群の形態と分類 

について（仮題）」 

慶應義塾大学医学部 臨床検査医学 助教 

三ツ橋 雄之 先生 

 

＊浜松市以外の医療機関の方は、事前に電話にて参加

申込をお願いいたします。 

（申込先：浜松市保健所保健総務課 053-453-6135） 

 

 

 

No.（180022261） 

基礎－20 点 

 

 

【問い合わせ先】 

 

浜松医療センター 

臨床検査技術科 

佐原 卓夫 

TEL053-453-7111 

 

 

 

前号（10月号）でもお知らせしましたが、11月 25日 (日)9：30より静岡県男女共同参画センター「あ

ざれあ」にて「平成 30年度 静岡県臨床検査精度管理調査報告会」を開催します。 

当日は皆様からの忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。 

本年度は 3連休の最終日と中部圏支部医学検査学会の開催と重なっておりますが、多く

の会員・賛助会員の参加をお待ちしております。 

受け付け時に会員証が必要ですのでお忘れなく！ 

 

 

平成 30年度 

静岡県臨床検査精度管理調査報告会開催 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1537366117/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzA3L2Jsb2ctcG9zdF8xNC5odG1s/RS=^ADBimCOObOCMkqfcyF196in4LjYMZg-;_ylt=A2RCD07kBqFbLVkASi2U3uV7
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臨床検査関連研修会・講習会 (4) 
 

 

 

平成 30 年 

12 月 8 日（土） 

9：30～17：40 

 

 

男女共同参画センター

「あざれあ」 

5 階 502 会議室 

 

 

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。 

 

 

＜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研修会参加日：12/8  

②氏名 

③所属 

④年齢 

⑤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 11 月 30 日

（金） 

 

 

平成 30 年度 第 2 回 ニューリーダー育成研修会 

 

＜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。 

西部での第 1 回研修会には 20 代～40 代まで幅広い世

代の方が参加し、参加者からは｢想像とは違って気軽

に意見を交換し合える雰囲気でした｣、｢覚えたことを

持ち帰って皆で進めたいと思った｣、｢基本的な仕事の

進め方がわかった｣など、多くの感想をいただきまし

た。 

多くの方のご参加をお待ちしています！ 

 

～研修会プログラム～ 

 9:00～        受付開始 

 9:30～ 9:40  部門長挨拶 

講師：臨床検査総合部門 

 9:40～10:10  ｵﾌｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（解説） 

10:20～11:20  ｵﾌｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（グループワーク） 

11:20～11:50  ｵﾌｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（振り返り） 

11:50～13:00  ランチョンセミナー 

13:00～14:30  MTS ステップ表（解説） 

14:40～16:40  MTS ステップ表（グループワーク）

※途中適度休憩 

16:40～17:30  MTS ステップ表（振り返り） 

17:30～17:40  理事挨拶 

 

 

＊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。 

 

 

 

No.（180023060） 

基礎－20 点 

 

 

【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） 

E-mail： 

ooin@hospital. 

iwata.shizuoka.jp 
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臨床検査関連研修会・講習会 (5) 
 

 

 

平成 30 年 

12 月 9 日（日） 

9：30～17：40 

 

 

三島市民文化会館 

3 階 第 1 会議室 

 

 

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。 

 

 

＜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研修会参加日：12/9  

②氏名 

③所属 

④年齢 

⑤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 11 月 30 日

（金） 

 

 

平成 30 年度 第 3 回 ニューリーダー育成研修会 

 

＜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。 

西部での第 1 回研修会には 20 代～40 代まで幅広い世

代の方が参加し、参加者からは｢想像とは違って気軽

に意見を交換し合える雰囲気でした｣、｢覚えたことを

持ち帰って皆で進めたいと思った｣、｢基本的な仕事の

進め方がわかった｣など、多くの感想をいただきまし

た。 

多くの方のご参加をお待ちしています！ 

 

～研修会プログラム～ 

 9:00～        受付開始 

 9:30～ 9:40  部門長挨拶 

講師：臨床検査総合部門 

 9:40～10:10  ｵﾌｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（解説） 

10:20～11:20  ｵﾌｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（グループワーク） 

11:20～11:50  ｵﾌｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（振り返り） 

11:50～13:00  ランチョンセミナー 

13:00～14:30  MTS ステップ表（解説） 

14:40～16:40  MTS ステップ表（グループワーク）

※途中適度休憩 

16:40～17:30  MTS ステップ表（振り返り） 

17:30～17:40  理事挨拶 

 

 

＊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。 

 

 

 

No.（180023082） 

基礎－20 点 

 

 

【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） 

E-mail： 

ooin@hospital. 

iwata.shizuoka.jp 
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臨床検査関連研修会・講習会 (6) 
 

 

 

平成 30 年 

12 月 8 日（土） 

～ 

12 月 9 日（日） 

 

 

富山県民共生センター 

「サンフォルテ」 

3 階 研修室 

住所： 

富山市湊入船町 6-7 

 

 

会費  9,000 円 

（2 日間参加） 

＊ 1 日のみの参加は原

則受付いたしません。 

 

＊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。 

 

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～ 

 

 

＜内 容＞ 

≪１日目≫ 12 月 8 日（土） 

ランチョンセミナー「悪性リンパ腫を理解するための基

礎知識」協賛：積水メディカル株式会社 

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 

井本 清美 先生 

講義②「明日から実践！骨髄像の見方」 

獨協医科大学病院 臨床検査センター 

新保 敬 先生 

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 

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」 

≪２日目≫ 12 月 9 日（日） 

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 

スイーツセミナー 

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 

 

※詳細なプログラムや申込み方法などは日臨技もしくは

静臨技の HP および開催案内をご確認ください。 

 

 

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 
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臨床検査関連研修会・講習会 (7) 
 

 

 

平成 30 年 

12 月 8 日（土）12：00 

～ 

12 月 9 日（日）12：00 

 

 

岐阜大学サテライトキ

ャンパス 多目的講義室

(大) 

〒500-8844 岐阜市吉

野町 6 丁目 31 番地 

岐阜スカイウイング 37 

東棟 4 階 

 

 

定員 ： 80 名 

 

 

受講料： 8,000 円 

 

 

申込期間 

平成 30 年 

9 月１日（月） 

～ 

11 月 26 日（月） 

 

 

平成 30 年度日臨技中部圏支部 

生物化学分析部門研修会 

＜テーマ＞ 

合目的的な Medical Science 

 

＜内 容＞ 

≪１日目≫ 12 月 8 日（土） 

ﾗﾝﾁｮｾﾐﾅｰ 1『SNCS/eQAPi（ｼｽﾒｯｸｽ ﾈｯﾄﾜｰｸ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ｼ

ｽﾃﾑｽﾞ）を活用した品質保証』 

シスメックス株式会社 名古屋支店 学術サポート課 

松木信行 先生 

ﾗﾝﾁｮｾﾐﾅｰ 2『遺伝子検査のための血漿検体の取り扱い』

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

シークエンシング事業部マーケティング部 

北河 恵美子 先生 

基礎講座 1『生化学検査のピットフォール』 

日本電子株式会社 医用機器事業部 ME 技術 

技術サポートセンター 応用研究チーム 

小島 和茂 先生 

講演 1『がん化学療法における臨床検査の意義』 

岐阜大学医学部附属病院 薬剤部  

主任 藤井 宏典 先生 

教育講演『これからの臨床検査室と ISO 15189』 

浜松医科大学医学部附属病院 検査部 

臨床検査技師長 濵田 悦子 先生 

特別講演『これからの臨床検査医学 -共用基準範囲のス

スメ-』 

岐阜大学医学部附属病院 検査部 

部長 伊藤 弘康 先生 

意見交換会（希望者のみ 参加費 5,000 円） 

≪２日目≫ 12 月 9 日（日） 

基礎講座 2『免疫検査におけるピットフォール〔感染症, 

内分泌, 腫瘍マーカー〕』 

富士レビオ株式会社 学術サービス部 

福田 雅之助 先生 

講演 2『画像検査技術の基礎』 

藤田医科大学 医療科学部 放射線学科 

助教 高野 一輝 先生 

総合討論『より良い検査を行うために』 

各県生物化学分析部門長 

 

※詳細なプログラムや申込み方法などは日臨技もしくは

静臨技の HP および開催案内をご確認ください。 

 

 

No.（180006511） 

専門－40 点 

 

認定臨床化学・免疫化

学精度保証管理検査技

師 更新指定研修会 

（分割型 A５単位、

C5 単位） 

 

 

【問い合わせ先】 

研修会事務局 

〒501-1194 

岐阜市柳戸１－１ 

岐阜大学病院 検査部 

石田秀和 

TEL/FAX：058-230-

7251 

ish@gifu-u.ac.jp 
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臨床検査関連研修会・講習会 (8) 
 

 

 

平成 30 年 

12 月 9 日（日） 

9：30～16：30 

 

 

静岡県赤十字血液セン

ター静岡事業所  

 

 

会員   4,500 円 

賛助会員 4,500 円 

非会員  9,000 円 

 

平成 30 年度 第 2 回 輸血・細胞治療部門研修会 

 

＜テーマ＞  

輸血検査 実技研修会 

 

＜内 容＞ 

 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について実技研修を行いま

す。 

・血液型検査：基本的な手技、異常反応の考え方 

※亜型検査は行いません 

・交差適合試験：不適合になった場合の考え方 

・不規則抗体スクリーニング：基本的な手技、消去法の

手技、不規則抗体陽性時の考え方  

※解離試験は行いません。 

 

＜募集人数＞ 20 人 （先着順） 

＊事前申し込みが必要です。 

 

 参加希望者は下記メールアドレスへ「輸血検査実技

研修会参加申込」という件名にて、氏名、施設名、連

絡先を記入の上、メール送信して下さい。 

 1 週間以内に返信メールを送ります。1 週間経って

もメールが返信されない場合は、お手数ですが下記問

い合せ先へ問い合わせください。 

 返信メールに資料を添付しますので、携帯電話から

の申し込みはご遠慮ください。 

ｓ154679@siz.saiseikai.or.jp  

 メールでの申し込みが困難な場合は、右記問い合せ

先へ問い合わせください。 

 

 

 

No.（180021237） 

専門－20 点 

 

 

【問い合わせ先】 

 

輸血・細胞治療部門  

中野 翔太 

静岡済生会総合病院 

TEL：054-280-2966 
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臨床検査関連研修会・講習会 (9) 

 
 

 

平成 30 年 

12 月 9 日（日） 

14：30～16：10 

 

 

静岡県教育会館 

すんぷらーざ大会議室  

 

 

会員   1,000 円 

非会員   2,000 円 

   

 

平成 30 年度 第 3 回 臨床生理部門研修会 

 

＜テーマ＞  

続・不整脈編 －心電図判読から治療まで－ 

＜内 容＞ 

13：30～         受付 

14：00～16：10  続・不整脈編  

－心電図判読から治療まで－ 

講師：地方独立行政法人 

静岡市立静岡病院 循環器内科         

科長 竹内 亮輔先生 

 

 

昨年好評だった竹内先生による心電図研修会です。今回

は不整脈編という 

ことで、心電図の判読から治療までご講義いただきま

す。 

また、今回は事前参加登録制になりますのでご了承く

ださい。 

＜募集人数＞ 120 人  

申込方法：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下記問い合わせ先までご

連絡ください。） 

 

申込期間：2018 年 11 月 19 日（月） 

～2018 年 12 月 6 日（木） 

定員に達し申込みができない場合、問い合わせ先にご

相談下さい。 

 

 

No.（180027569） 

専門－20 点 

 

 

【問い合わせ先】 

 

臨床生理部門 

杉山 聡 

富士脳障害研究所 

附属病院 

TEL：0544-23-5155  

（ 内線 580 ） 

E-mail : 

fujinoukensa@yahoo.c

o.jp 
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臨床検査関連研修会・講習会 (10) 
 

 

【開催日時】 

平成 30 年 

12 月 22 日(土)12:50 

～ 

12月 23日（日）11:45 

 

 

 

【開催場所】 

サンシップとやま 

福祉ホール 

 

 

【受講料】 

日臨技会員 9,000 円 

非会員   12,000 円 

 

情報交換会 5,000 円 

 

 

【申込期間】 

平成 30 年 9 月 1 日～ 

10 月 27 日 

 

【定員】  100 名 

 

※研修会 1 日目終了後、

情報交換会を行います。

（開催場所につきまして

は別紙お知らせ致しま

す） 

 

＊情報交換会費は当日受

付にてお支払ください。 

 

＊宿泊手配は、参加者各

自でお願いいたします。 

 

平成 30 年度日臨技中部圏支部 

病理細胞検査研修会 

 会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。 

 日本臨床衛生検査技師会中部圏支部は、平成 30 年

12 月 22 日（土）、23 日（日）の両日に富山県富山市

において、平成 30 年度中部圏支部病理細胞検査研修会

を開催することとなりました。テーマを「上部尿路上

皮細胞を極める」とし、泌尿器領域における臨床病理

学的あるいは組織学的、細胞学的な知識を習得してい

く内容です。また、事前に実施した『抗体免疫染色サ

ーベイ』では、対象とした「p63 抗体」についての参

加施設の免疫染色結果の報告を行います。さらに、本

研修会は、認定病理検査技師資格更新のための指定研

修会として申請しています。 

 是非、多数のご参加をいただきますようお願い申し

上げます。 

 

＜テーマ＞ 

上部尿路上皮細胞を極める・p63 抗体免疫染色サーベ

イ 

 

＜内 容＞ 

《平成 30 年 12 月 22 日（1 日目）》 

講演１『腎・腎盂の超音波像 』（仮） 

        富山市民病院 此川静香先生 

（座長 小倉昌弘 三重県病理細胞部門員） 

講演２『尿路上皮癌の病理組織型、尿路上皮癌の診断

に有用な免疫染色』（仮） 

     京都大学医学部附属病院 南口早智子先生 

（座長 玉野裕子 石川県病理細胞部門員） 

コーヒーブレイクセミナー『光線力学診断用剤 アラ

グリオについて』中外製薬 （未定）先生  

（座長 藤田智洋 愛知県病理細胞部門員） 

講演３『上部尿路上皮の細胞診』（仮） 

        大阪労災病院 三村明弘先生  

（座長 山田清隆 静岡県病理細胞部門員） 

《平成 29 年 12 月 23 日（2 日目）》 

講演４『腎癌の最新の治療戦略（仮）』 

  富山大学附属病院 北村寛先生  

（座長 日高裕二 岐阜県病理細胞部門員） 

『p63 抗体免疫染色サーベイ結果報告』 

 富山市民病院 林宏  

（座長 迫欣二 中部圏支部病理細胞部門長） 

※詳細なプログラムや申込み方法などは日臨技もしく

は静臨技の HP および開催案内をご確認ください。 

 

No.（180014846） 

専門－30 点 

 

 

【問い合わせ先】 

研修会事務局 939-

8511 富山県富山市今

泉北部町 2-1 

富山市民病院 臨床検

査科 

林 宏 

TEL：076-422-1112

（代表） 

（内 2248） 

FAX：076-422-1365 

E-mail： 

hroadmin@ 

tch.toyama.toyama.jp 
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臨床検査関連研修会・講習会 (11) 
 

 

 

【開催日時】 

平成 31 年 

1 月 12 日（土）～ 

1 月 13 日（日） 

 

【開催場所】 

名古屋大学医学部 

基礎研究棟 4 階 

第 4 講義室 

 

【募集人数】 120 名 

 

【参加費】   

会員  ： 8,000 円   

非会員 ：10,000 円 

(情報交換会 3,000 円) 

 

【申込期間】 

平成 30 年 

10 月 1 日～12 月 25 日 

（受講料振込期日を含

む） 

 

 

平成 30 年度日臨技中部圏支部 

臨床一般部門研修会 

 

＜テーマ＞ 

ここまで分かる！一般検査 ～最近の話題と異型細胞～ 

 

＜内 容＞ 

≪1 日目≫  

11：45 開講式／オリエンテーション 

12：00 ランチョンセミナー 

13：00 特別講演『尿生化学について』 

14：40 講演 1『尿検査の最近の話題について』 

16：20 シンポジウム 1『最近の尿中有形成分分析装置

の特徴と使用状況 1』 

18：00 情報交換会 

≪2 日目≫ 

9：00  シンポジウム 2『最近の尿中有形成分分析装置

の特徴と使用状況 2』 

10：10 講演 2『尿沈渣の見方・参加型スライドカンフ

ァレンス』 

11：40 ランチョンセミナー 

12：30 講演 3『異型細胞の見方』 

13：40 症例解説 

15：20 閉講式 

 

※詳細なプログラムや申込み方法などは日臨技もしくは

静臨技の HP および開催案内をご確認ください。 

 

 

No.（180018952） 

専門－30 点 

 

 

【問い合わせ先】 

〒470-0396  

愛知県豊田市 

浄水町伊保原 500-1 

JA 愛知厚生連 

豊田厚生病院 

臨床検査技術科 

鈴木 康太 

TEL:0565-43-5000 

（内線：2980）  

Mail: 

ko10yuu18@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0565-43-5000
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臨床検査関連研修会・講習会 (12) 
 

 

 

平成 31 年 

2 月 24 日（日） 

10：00～17：00 

（受付 9：30～） 

 

 

CSA 貸会議室 

レイアップ御幸町ビル  

6 階 6-D  

 

 

会員   6,000 円 

賛助会員 6,000 円 

非会員  10,000 円 

 

 

＊FAX にて事前申し

込み制 

＊定員 先着 150 名 

＊申込み期間  

11 月 1 日～ 

12 月 20 日 

 

2018 年度 第 19 回 静岡血液フォーラム 

 

＜テーマ＞  

血液担当技師として幅広い知識を身に付けよう！ 

 

＜内 容＞ 

1.骨髄像の結果報告に関して、検査技師に望むこと 

～医師の立場から～ 

静岡赤十字病院 検査部専属医師 朝比奈彩 医師 

 

2.ランチョンセミナー 

シスメックス株式会社 

 

3.その検査値、自信をもって報告してますか？ 

～凝固線溶検査のデータ保証～ 

天理よろづ相談所病院 臨床検査部 下村大樹 技師 

 

4.血液特殊染色（細胞化学染色）うまく使いこなせて

いますか？ 

滋賀県立総合病院 臨床検査部 梅村茂人 技師 

 

5.末梢血液検査の見方・考え方～見逃さないために～ 

日本大学病院 臨床検査部 安藤秀実 技師 

 

※詳細なプログラムや申込み方法などは日臨技もしくは

静臨技の HP および開催案内をご確認ください。 

 

 

 

No.（180025343） 

専門－20 点 

 

 

【問い合わせ先】 

臨床血液部門 部門長 

浜松医療センター 

臨床検査技術科 

渡邉 正博 

TEL：053-453-7111 

 

【申込み問合せ先】 

第 19 回静岡血液フォ

ーラム事務局 

富士市立中央病院 

臨床検査科 

手老 真弓 

TEL：0545-52-1131 

 

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。 

 

 

1．申請書類受付期間：平成 30 年 10 月 1 日（月）～11 月 30 日（金）  

 2．日臨技審査：平成 30 年 12 月 3 日（月）～12 月 27 日（木）  

 3．JCCLS 承認、執行理事会(理事会)審議・承認：平成 31 年 1 月上旬～2 月上旬（予定）  

 4．承認通知・認証料請求書発送：平成 31 年 2 月中旬～下旬（予定）  

 5．認証書発送：平成 31 年 3 月下旬（予定）  

詳細については、日臨技ホームページ『精度保証施設認証制度』をご確認ください。 

 

 

 

平成 30年度 

「日臨技精度保証施設認証制度」の申請について（ご案内） 
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研修会 終了報告  

事業名 第 1 回 輸血細胞治療部門研修会 

開催日 平成 30 年 9 月 15 日（土） 

会 場 男女共同参画センターあざれあ 502 会議室 

参加人数  45 名 

内 容 ダラザレックスの治療成績と輸血検査に及ぼす影響について講義していただいた。後半

は、ダラザレックスにて検査が擬陽性になってしまった際の対応と、直接クームスが陽性に

なってしまった場合の原因と対応を詳しく講義していただいた。直接クームス陽性には多く

の原因があるが、理解し

ておくことで次に行う精

査を正しく選択すること

が出来る。それは患者に

輸血が必要な場合、より

早く安全な製剤を払い出

せることに繋がる為、輸

血検査技師には必須の知

識であるが今回の研修会

でさらに理解を深めるこ

とができたと考える。 

 

事業名 静岡県標準化事業 第 20 回 東部地区意見交換会 

開催日 平成 30 年 9 月 21 日（金） 

会 場 三島商工会議所会館 4 階会議室B 

参加人数  44 名 

内 容 
2011 年 7 月に 10 名弱で始まった東部地区意見交換会は今回２０回目の開催を迎えまし

た。毎回話題に苦慮しつつも４０名前後の参加をいただける会に成長しました。 

今回は初心に戻って検査前工程を話題にしました。BD の吉岡さんには各々の検査に用い

る真空採血管について説明頂きました。久保田商事の佐藤さんには安全に遠心機を使うため

のメンテナンスや回転数ではなく遠心力 G で設定する理由を解説して頂きました。日頃行

っている作業工程の重要性を認識できたと思います。順天堂静岡病院の橋本さんには医師・

看護師向けに行った採血に関する院内研修の経験を話して頂きました。研修を行うことで再

採血率を低下させることが出来る

か、詳細なデータを示して説明し

てもらいました。採血は検査技師

が行う事が望ましいと意見があり

ましたが、多くの病棟では医師、

看護師が行っているのが現実で

す。適切な検体を得るための採血

を行って頂くための取組は参考に

なったと思います。  

今後もより良い会になるよう、ま

た東部地区の病院間の連携が深ま

るよう皆さんの参加を期待してお

ります。 
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事業名 平成 30 年度 第 1回 臨床一般部門研修会 

開催日 平成 30 年 9 月 29 日（土） 

会 場 静岡産業経済会館 3F 第 1 会議室 

参加人数  39 名 

内 容 
今回の第 1 回研修会では、バイオサイエンス営業本部井手 信行先生に正立顕微鏡

の使い方(基礎編)として顕微鏡の取り扱いやメンテンナンスについての講演と公立

西知多総合病院 加藤 節子先生にこれだけは知っておきたい尿検査として尿検査の

基礎を御講演頂きました。顕微鏡の取り扱いは、なかなか再確認する機会が得られ

ないと思います。尿検査は一般検査部門において必要不可欠なものになると思いま

す。今回の研修会は、顕微鏡メーカーの方に取り扱いの注意事項などを詳しく教え

て頂き、受講者の皆さんは

メモを取っている姿が見受

けられました。尿検査の基

礎では、日常勤務での疑問

などが質疑応答で聞かれま

した。尿検査において臨床

側に有用な情報をどのよう

に提供できるか皆さん興味

があるようで研修会終了後

も質疑が繰り返されていま

した。顕微鏡や尿検査の基

礎を再確認できた研修会に

なったのではないかと感じ

ました。 

事業名 平成 30 年 第 3 回 臨床血液部門研修会 

開催日 平成 30 年 9 月 29 日（土） 

会 場 静岡市立静岡病院 12 階 講堂 

参加人数  45 名 

内 容 今回は WHO分類第 4版 2016年改訂を受けて変更となった点について各病院の技師 4

名から総論および症例 3演題を報告して頂きました。症例は、骨髄像を検鏡する際に

参考となるスライドを多く見ることができたため、今後の業務にすぐ参考になる内容

でした。また、浜松医科大学医学部附属病院の血液内科の依田医師からは IPSSによ

る病期分類や予後予測について、症例を示しながら具体的に点数の付け方、診断方

法、さらに治療方針まで分かり易くご説明頂き、大変興味深い内容の講演会でした。

台風の近づくなか、研修会に参加頂いた皆様にとっても、価値ある研修会であったと

思います。 
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11 月 

   3 日（土）検査と健康展                   ：エスパルス・ドリームプラザ 

   3 日（土）第 2 回 臨床一般部門研修会            ：静岡産業経済会館 

3 日（土）～4 日（日） 

平成 30 年度 日臨技中部圏支部臨床微生物部門研修会  ：石川県立中央病院 

                                  

   9 日（金）衛生検査所精度管理責任者等研修会         ：浜松市口腔保健医療センター 

   23 日（金）中部圏支部幹事会                 ：三重県総合文化センター 

 23 日（金）～24 日（土）メディメッセージ 2018        ：アクトシティ浜松展示場 

   24 日（土）～25 日（日）中部圏支部医学検査学会（第 57 回）  ：三重県総合文化センター 

25 日（日）減塩・低カロリープロジェクト 2018        ：浜松市医師会館 

25 日（日）第 35 回 静岡県臨床検査精度管理調査報告会    ：あざれあ 

 

12 月 

8 日（土）第 2 回 ニューリーダー育成研修会         ：あざれあ 

8 日（土）～9 日（日） 

平成 30 年度 日臨技中部圏支部生物化学分析部門研修会 

                              ：岐阜大学サテライトキャンパス 

8 日（土）～9 日（日） 

平成 30 年度 日臨技中部圏支部臨床血液部門研修会   ：富山県民共生センター 

                                 

9 日（日）第 2 回 輸血・細胞治療部門研修会（実技）          ：静岡県赤十字血液センター 

静岡事業所 

9 日（日）第 3 回 ニューリーダー育成研修会         ：三島市民文化会館 

22 日（土）～23 日（日） 

平成 30 年度 日臨技中部圏支部病理細胞検査研修会    ：サンシップとやま 

      未定   第 3 回常務理事会・第 7 回理事会          ：静臨技事務所                                   

 

 

平成 31 年  

1 月 

  12 日（土）～13 日（日） 

多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会       ：あざれあ 

     12 日（土）～13 日（日） 

平成 30 年度 日臨技中部圏支部臨床一般部門研修会    ：名古屋大学医学部 

16 日（水）静岡県医師会精度管理委員会             ：静岡県医師会仮事務所 

    25 日（金）日臨技 賀詞交歓会                ：品川 

    26 日（土）日臨技 全国幹事会                ：東京（大森） 

 

 
 

 

平成 30年 11月・12月・平成 31年 1月の行事予定 
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情報変更の手続き等について 

☆ 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） 

 

 

 

 

新入会登録 や、 会員情報・登録施設情報（名称・連絡先）に変更がある場合、日臨技へ申請を 

お願いします（日臨技 HP；入会・退会・会員情報の変更参照）。 

責任者・連絡責任者・施設連絡用 E-mailアドレスを登録・変更する場合、静臨技事務所へ連絡を 

お願いします（静臨技 HP；各種申請書を参照）。 

静臨技賛助会員入会申請 や、 賛助会員情報（担当者・連絡先）に変更がある場合、静臨技務所へ 

連絡をお願いします。 問合せ先：（一社）日本臨床衛生検査技師会 

http://www.jamt.or.jp/ 

（一社）静岡県臨床衛生検査技師会（担当：組織部） 

             TEL：054-587-6337 FAX：054-287-4113 E-mail：samtjim@samt.or.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


