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2018 年『検査と健康展』終了報告
11 月 3 日(土)にエスパルスドリームプラザにて 2018 年『検査と健康展』が開催され、大盛況のうち終了
しました。
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「検査と健康展」
〜地域と繋がる臨床検査技師の役割〜
常務理事（中部支部長）
静岡県立こども病院 坂根潤一
2018年11月3日（土）、静岡市清水区のエスパルスドリームプラザ1階エスパルススクエアにて、静臨技
主催として昨年に続き３度目の「検査と健康展」が開催されました。
外は小雨が降り空はどんよりとした雲に覆われ少々不安な気持ちでしたが、伊藤会長の笑顔と元気な挨
拶で会場内は明るく秋晴れのスタートを切ることが出来ました。また、同日には静岡市で大道芸ワールド
カップも開催されており、エスパルスドリームプラザもサテライト会場であり、時間経過とともに非常に
多くの来場者が絶え間なく訪れました。開始30分ごろには会場内は、大盛況！各ブースも長蛇の列で大忙
しとなりました。
今回設営したブースと検査体験人数は以下のとおりで、頸動脈エコー検査
（210名）、体成分分析検査（160名）、静脈可視体験（122名）、顕微鏡検
鏡（161名）、SMBG（61名）、血圧計測定/血管機能検査（130名）、物忘れ
相談プログラム（56名）、臨床検査技師の仕事説明の8箇所でした。更に静
岡県立総合病院の竹内泰代先生による医師相談コーナーを設け、先生には頸
動脈エコーや血圧測定、SMBGにて異常値の出た来場者を中心に25名に対応して頂きました。ブース全体で
延べ1,000名を超える来場者を迎えました。
最も印象が強かったのは、老若男女問わず自身の健康に興味を抱いていると言うことです。夫婦やカッ
プル、子供からお年寄りまで楽しみながら健康について勉強し、検査の重要性
についても大変興味を持って頂けたと感じております。さらに、臨床検査技師
の役割と重要性・仕事内容についても理解が深まったと考えます。
私が静岡県臨床衛生検査技師会の理事になり初の大仕事となった『検査と健
康展』。会場責任者として、中部支部理事を中心に準備して参りました。これ
までの『検査と健康展』を経験された理事も多数おり、多岐にわたるアドバイス・サポートを頂きながら
滞りなく準備が出来き、大きなトラブルなく無事に開催できたと思います。今回の『検査と健康展』が大
盛況に終えることができたのは、竹内泰代先生はじめ東部西部の理事、派遣実務委員としてご協力頂いた
中部支部会員12名の多大なるお力添えによるものです。また、中部支部役員・中部支部所属長にも心より
感謝申し上げます。来年に向けての課題も少々残っておりますが、来年度は更に良い『検査と健康展』の
開催を目指して頑張ります。今後とも皆様からの温かいサポートをどうぞよろしくお願いいたします。
本イベントを通して、地域と繋がる臨床検査技師の役割について改めて色々と考えさせられる一日となり
ました。
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参加者（技師）の声
静岡県立こども病院 佐口洋平
今回、血圧と血管年齢のブースにスタッフとして検査と健康展に参加させ
ていただきました。地元の清水での開催ということもあり、被検者としての
参加はしたことがあったのですが、スタッフとしての参加は初めてだったの
でとても新鮮でした。血圧と血管年齢のブースでは２台の機器を使っていた
のですが、合計で１００名を越す方に体験していただくことができ、検査に
ついて考えてもらえるいい機会になったのではないかと感じました。普段使
い慣れていない機器、検査という事もあり、初めのうちは戸惑う事
も多かったのですが、回数を重ねるうちに慣れていき、特に大きな
トラブルも無く終える事が出来ました。また、血圧という身近な検
査ということもあってか、皆さんからいろいろな質問をいただいた
のですが、なかなかうまく答えることができず、改めて検査説明の
難しさというものを痛感し、また検査技師として自分の担当分野だ
けではなく幅広い知識を収集していければと思いました。

市立島田市民病院 大石美月
『検査と健康展』にて SMBG 体験ブースのスタッフを担当しました。
昨年度とは異なり、今回は SMBG 体験を希望される方全員に承諾書を書いて
頂く形式をとりました。SMBG 体験ブースにはスタッフ 3 名が配置され、2
名は SMBG の手技指導、残り 1 人は承諾書をとる係としました。承諾書を
60 部用意して臨みましたが予想以上の盛況ぶりで、休憩をはさむ間もなく
終了予定時刻の 1 時間前に予定数を終えてしまいました。体験された方の
中には基準値を知らず自分の結果が高いのか低いのかわからない方
もいれば、健康診断での血糖値を把握し、普段の食事などを意識さ
れている方もいらっしゃいました。短い時間でそれぞれの知りたい
ことを把握し、正確な情報をわかりやすい言葉で説明する難しさを
実感するとともに、今後の糖尿病指導における励みとなりました。
中部支部長の坂根さんをはじめ、
『検査と健康展』に携わった全て
の方に厚く御礼申し上げます。
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静岡赤十字病院 清水祐希、田村菜緒
今回、体成分分析測定の担当として初めて「検査と健康展」に参加させ
て頂きました。
生憎な天候のなか、有難いことに体成分分析測定のブースには 160 人程の
方が体験に来て下さいました。
体験してくださった方のほとんどが体成分分析測定をするのが初めての
方で、どうしたらわかりやすい説明になるのか考えたり、よりわかりやす
い説明にするため、検査の目的や検査結果の見方など再度勉強する機会に
なり、自分にとっても非常に貴重な経験となりました。
検査を待っている間、
「検査技師って病院で何してるの？」
「臨床検査技師
になるにはどんな学校へ行くの？」など質問をして下さる方が多々いらっ
しゃり、今回のイベントを通して臨床検査技師とはどんな仕事なのか、ど
んな検査をしているのか少しでも興味を持っていただけたのではないかと
思います。今回学んだことを今後の業務にも活かして生きたいと思います。
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平成30年度伊豆市社会福祉大会
静臨技東部理事
NTT東日本伊豆病院 石井浩崇

10月27日（土）に修善寺生きいきプラザにて、平成30年度伊豆市社会福祉大会が開催されました。この会
は社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会の主催で毎年開催され、静臨技東部支部も職業紹介の場としてブー
スを出展させていただきました。
当日は雨天の中の会場へ向かいましたが、今年も開会する頃には雲の切れ間からのぞく青空と暖かい日差
しが来場者の皆様をつつみ、秋晴れの下この会を開催することができました。
静臨技の展示ブースは、顕微鏡検鏡、動脈硬化検査（API・AVI）、静脈可視体験、心臓超音波動画、糖尿
病・乳癌パネルの展示、臨床検査技師の仕事説明のコーナーを設け、伊豆市を中心とした50名以上の方々
に御来場していただきました。
今回、東部支部会員の皆様のご協力を得て盛況のうちに終えることができました。また、東部支部理事の
方々を始めご協力いただいた施設関係者の皆様に心から感謝申し上げます。

＜静岡医療センター 都築 農夫志＞
集合時間には雨雲が出てた今年の伊豆市社会福祉大会ですが、開会の頃には暑いくらいの快晴となり、多
くの皆様にご来場いただきました。昨年に引き続き今年も、API・AVIの体験コーナーは盛況で、比較的若
い年齢層の方からも結果に関する質問や相談を受けるなど、健康への関心の高さを改めて感じました。
今後も、このようなイベントなどを通してより多くの方々に「臨床検査技師」という職業を知ってもら
い、貢献できる場を増やしていければと思います。
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会員投稿
ヨガはじめました
富士宮市立病院

匿名希望

９週に 2 回ほどのペースでヨガをやっています。強い偏見を持ち、絶対に
やるものかと思っていましたが、色々あって始めてしまいました。教室は広
くなく、10 人生徒が集まれば多い方なので、それほど気負わないで参加す
ることができます。が、最初と最後に合掌しながらナマステと言う挨拶があ
るのです。これがとてもとても恥ずかしい…！私は日本人だ！と毎回思って
しまうからです。なので、口を動かすだけで誤魔化す（エアナマス
テ）のが私の通例となっています。服装は様々でヨガウェアやスポ
ーツウェアの人もいますが、私はヨガなんて洒落たことをするだけ
で既に恥ずかしいので、慎ましく T シャツに短パンです。逆にダサ
くないかとよく言われます。先生の指示がなければ一生とらなかっ
ただろうなぁと思えるようなポーズにレッスン中はひたすら感心
しています。始めたばかりの頃は無駄な自意識との戦いであった
ヨガも続けると楽しく、少し運動をやっている気になり充足感が
得られます。そして、最近やっとナマステが小さく言えるよう
になり、自分の成長を小さく感じています。
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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 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（12）
（敬称略）
平成 30 年度 第 2 回 ニューリーダー育成研修会
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 第 2 回静岡）
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。

＜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。
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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

臨床検査関連研修会・講習会 (2)
平成 30 年度 第 3 回 ニューリーダー育成研修会
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 第 3 回三島）
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。

＜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。
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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

臨床検査関連研修会・講習会 (3)
平成 30 年度 第 3 回 臨床生理部門研修会
平成 30 年
12 月 9 日（日）
14：00～16：10

静岡県教育会館
すんぷらーざ
大会議室
静岡市葵区駿府町 1-12
TEL : 054-252-1011

会員
1,000 円
非会員 2,000 円

定員 ：120 名

申込期間：
2018 年 11 月 19 日(月)～
2018 年 12 月 6 日(木)

＜テーマ＞
続・不整脈編 －心電図判読から治療まで－

No.（180027569）
基礎－20 点

【問い合わせ先】
＜内 容＞
臨床生理部門
13：30～受付
杉山 聡
14：00～16：10
富士脳障害研究所附属病
続・不整脈編 －心電図判読から治療まで－
院 検査科
講師：地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 TEL : 0544-23-5155
循環器内科 科長
竹内 亮輔先生 （ 内線 580 ）
E-mail :
昨年好評だった竹内先生による心電図研修会 fujinoukensa@yahoo.co.jp
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。

＜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右
記問い合わせ先までご連絡ください。
＊定員に達し申込みができない場合、右記問い
合わせ先にご相談下さい。
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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）
～
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。
＊既に〆切りは過ぎて

います。

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

No.（180004711）
専門－30 点

＜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。
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【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

臨床検査関連研修会・講習会 (5)
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）
＊既に〆切りは過ぎて

います。

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。
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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：058-2307251
E-mail :
ish@gifu-u.ac.jp

臨床検査関連研修会・講習会 (6)
平成 30 年度 第 2 回 輸血・細胞治療部門研修会
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

＜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。


会員
4,500 円
賛助会員 4,500 円
非会員
9,000 円

No.（180021237）
専門－20 点




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。
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【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

臨床検査関連研修会・講習会 (7)
【開催日時】
平成 30 年
12 月 22 日（土）
12 時 50 分
～
12 月 23 日（日）
11 時 45 分

【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。
＊既に〆切りは過ぎて

います。

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。
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No.（180014846）
専門－30 点

【問い合わせ先】
研修会事務局 9398511 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

臨床検査関連研修会・講習会 (8)
【開催日時】
平成 31 年
1 月 12 日（土）
～
1 月 13 日（日）
【開催場所】
静岡県男女共同参画セ
ンター「あざれあ」
４階 第 1 研修室
【受講料】
会員
5,000 円
(二日目の昼食代込み)
研修会当日受付で受講
料を徴収します。
※日臨技会員証を必ず
ご持参下さい。
【対象者】
検体採取等に関する厚
生労働省指定講習会を
受講した臨床検査技師
【定員】

60 名

【申込み方法】
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
場合や定員に達し申し
込みができない場合は
右記問い合わせ先まで
ご連絡ください。）
【申込期間】
平成 30 年 11 月 26 日
～平成 31 年 1 月 8 日

平成 30 年度
多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会
国民の医療に対するニーズの多様化、複雑化により臨
床検査技師の職域も検査室から外来や病棟へ、病院から
在宅へと、より患者の身近での検査業務が求められてい
ます。また患者の視点に立った医療の提供が求められ、
チーム医療の推進が加速されている現状において、臨床
検査技師以外の他職種の業務を我々は知る必要がありま
す。
本講習会は、他職種の業務等を学び、多職種連携のチ
ーム医療に積極的に参画することで、医療の質の向上に
貢献することを目的とし、2017 年度に日臨技が開催し
た「医療現場における職能向上のための臨床検査技師育
成講習会」をもとに、2018 年度から 3 年継続事業とし
て静臨技が開催いたします。
今年度は中部（静岡市）で開催し、来年度は東部、再
来年度は西部で開催する予定です。これからの臨床検査
技師には必須の内容となっていますので、是非、多くの
方の参加をお待ちしています！
＜内 容＞
【1 日目】
13：30 ～
受付開始
14：00 ～ 14：10
開講式・挨拶
14：10 ～ 14：40 ＜ビデオ視聴＞
臨床検査技師が他職種業務を知る意義
14：40 ～ 15：40
＜講義＞
臨床検査技師が他職種業務を知る意義
15：40 ～ 15：50
休憩
15：50 ～ 17：50
＜座学・実技＞
看護職から観た患者心理と家族とのコミュニケーション
【2 日目】
9：30 ～ 11：30
＜座学・実技＞
知っておくべき患者移送技術
11：30 ～ 12：30
昼食
12：30 ～ 14：30
＜座学・実技＞
知っておくべきベッドサイド機器管理
14：30 ～ 14：45
休憩
14：45 ～ 16：15
＜座学＞
知っておくべき薬理
16：15 ～ 16：30
閉講式
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No.（180030901）
基礎－30 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

臨床検査関連研修会・講習会 (9)
【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。
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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）
E-mail：
ko10yuu18@gmail.com

臨床検査関連研修会・講習会 (10)
平成 30 年度 第 19 回 静岡血液フォーラム
平成 31 年
2 月 24 日（日）
10：00～17：00
（受付 9：30～）

＜テーマ＞
血液担当技師として幅広い知識を身に付けよう！

CSA 貸会議室
レイアップ御幸町ビル
6 階 6-D

＜内 容＞
【問い合わせ先】
1.骨髄像の結果報告に関して、検査技師に望むこと
臨床血液部門
～医師の立場から～
部門長
静岡赤十字病院 検査部専属医師 朝比奈彩 医師 浜松医療センター
臨床検査技術科
2.ランチョンセミナー
渡邉 正博
シスメックス株式会社 TEL：053-453-7111

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

No.（180025343）
専門－20 点

3.その検査値、自信をもって報告してますか？
【申込み問合せ先】
～凝固線溶検査のデータ保証～
第 19 回静岡血液フ
天理よろづ相談所病院 臨床検査部 下村大樹 技師 ォーラム事務局
富士市立中央病院
4.血液特殊染色（細胞化学染色）うまく使いこなせてい 臨床検査科
ますか？
手老 真弓
滋賀県立総合病院 臨床検査部 梅村茂人 技師 TEL：0545-52-1131
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。

16

臨床検査関連研修会・講習会 (11)
平成 31 年
2 月 24 日（日）
14：00～16：10

プラサヴェルデ
301・302 会議室
沼津市大手町 1-1-4
電話 055-920-4100

会員
1,000 円
非会員 2,000 円

定員

平成 30 年度 第 4 回 臨床生理部門研修会
No.（180030912）
専門－20 点

＜テーマ＞
心エコー研修会
＜内 容＞
13：30～
受付
14：00～15：00
心エコー講義①
（内容の詳細は次号で追記報告いたします）
講師：磐田市立総合病院 臨床検査技術科
倉田 道也先生
15：10～16：10
心エコー講義②
大動脈弁疾患 −病態・術前評価のポイント−
講師：聖マリアンナ医科大学病院 超音波センター
田端 千里先生

100 名
超音波検査の中でも今回は心エコーをメインにした研
修会になります。

【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 検査科
TEL : 0544-23-5155
（ 内線 580 ）
E-mail :
fujinoukensa
@yahoo.co.jp

＜申込み方法＞
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右記問い合わせ先まで
ご連絡ください。）
＜申込期間＞
平成 30 年 12 月 17 日（月）～平成 31 年 2 月 14（木）
＊定員に達し申込みができない場合、右記問い合わせ
先にご相談下さい。

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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研修会 終了報告
事業名
開催日
会 場
参加人数
内 容

事業名
開催日
会 場
参加人数
内 容

平成 30 年度 第 2 回 臨床生理部門研修会
超音波検査士認定試験対策セミナー
平成 30 年 10 月 20 日（土）
静岡県教育会館 すんぷらーざ
20 人
第 2 回臨床生理部門研修会は毎年恒例となっている超音波検査士認定試験対策セミナーを開
催しました。
今回は講義のみの研修会ではなく、演習問題の解説を重視した
内容を企画し、受講者の皆さまには事前に演習問題を配布させ
ていただきました。日々の忙しい業務の中、演習問題を解いて
から研修会に臨んでいただき誠にありがとうございました。演
習問題数、解説時間は実際の試験とほぼ同じで、試験当日の時間配分や問題を要領よく解く
ポイントも説明して頂き、より実践的な研修会になったかと思います。
また、今回は日臨技システムを利用して事前参加登録制にさせていただきました。臨床生理
部門は分野が多岐に渡るため、業務を兼務する方が多い状況
であります。受講者も年々増加しているため、参加者の人数を
把握することで会場設定や資料準備、当日の研修会をスムー
ズに行うためにも、事前参加登録制を考えております。ご面倒
をおかけしますがご協力の程よろしくお願いいたします。
平成 30 年度 第 2 回臨床一般部門研修会
平成 30 年 11 月 3 日（土）
静岡産業経済会館
42 人
第 2 回研修会では、シーメンスヘルスダイアグノティクス株式会社の奥村先生に尿試験紙
検査の豆知識として試験紙の取り扱い方や偽陽性･偽陰性について講演して頂き、第 2 講演
では LSI メディエンスの高野先生に赤血球形態を中心に非上皮細胞について講演して頂き
ました。試験紙の偽陽性･偽陰性は尿定性検査では日常的に遭遇する現象であり試験紙を使
用し検査する上で知識として知っておく必要があります。赤血球形態は、尿沈渣検査におい
て重要であり、糸球体型･非糸球体型赤血球の鑑別は難しく技師間の目合わせも必要なもの
になります。今回の研修会では、若手の方が多く参加しているように感じました。尿試験紙
の取り扱いで知っておいて欲しいことや試験紙目視判定においての注意事項について再確認
できたと思います。赤血球形態では、鑑
別のポイントや判定の仕方などを問題形
式で参加型の研修会となり皆さん形態の
問題を答えていました。問題は、過去の
日臨技精度管理のフォト問題から出題さ
れており若い技師だけでなく幅広い年代
で活用できるものとなったと思います。
質疑応答では、新人技師に赤血球形態
を教える時のポイントや医療法改正に伴
った標準作業手順書の作成について、目
合わせの方法などの質問が出てきまし
た。
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平成 30 年 12 月・平成 31 年 1 月・2 月の行事予定
12 月
8 日（土）第 2 回 ニューリーダー育成研修会
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

：あざれあ
：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
9 日（日）第 2 回 輸血・細胞治療部門研修会（実技）
9 日（日）第 3 回 ニューリーダー育成研修会
9 日（日）第 3 回 臨床生理部門研修会
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
26 日（水）第 8 回 理事会

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
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
16 日（水） 静岡県医師会臨床検査精度管理委員会
2月
24 日（日）第 18 回 静岡血液フォ－ラム
24 日（日）第 4 回 臨床生理部門研修会

：富山県民共生センター
：静岡県赤十字血液センター
静岡事業所
：三島市民文化会館
：静岡県教育会館
すんぷらーざ
：サンシップとやま
：静臨技事務所

：あざれあ
：名古屋大学医学部
：静岡県医師会仮事務所

：レイアップ御幸町ビル
：プラサヴェルデ

☆ 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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情報変更の手続き等について
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

新人対象

スタートアップ研修会のお知らせ

今年度も新人（入職 5 年目位まで）を対象とした研修会を企画しています！！

by 組織部
研修のねらいは、
① プレゼンテーションの考え方や基本的な技術を学ぼう。
② グループ学習を通じて日常業務の問題点について考えよう。
※施設を越えた研修・交流を通じ，新たな気付きや学びがあると思います。
※一日研修会ですが、翌週に響かないよう土曜日に開催します！
1.
2.
3.
4.

日 時：2019 年 3 月 2 日(土)
場 所：未定
参加費：未定
参加者：新人～5 年目位までの方、40～50 名
詳細は決まり次第お知らせします。予定しておいてください。
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