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2 創立50周年以降の主な活動

平成14年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/11� 第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
4/13� 肝・膵における診断プロトコール� 静岡グランドホテル中島屋
5/25� チーム医療「糖尿病第 3 回」� あざれあ
6/1� 肺気量とDLCO� 静岡市立静岡病院
6/1� 梅毒血清検査におけるBFPの反応メカニズム� あざれあ
6/1� 血液検査研修会� 静岡赤十字病院
6/13� 第 3 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
6/26� 西部地区微生物研究班勉強会� 聖隷三方原病院
6/29� 生理検査研究班　心臓超音波検査研修会� 富士市立中央病院
6/29� チーム医療「糖尿病第 4 回」� グランシップ
7/11� 第 4 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
7/13� 血清検査研修会� アクトシティ浜松
7/27� 一般検査研修会� 田方保健医療対策協会附属病院
7/27� 平成14年度微生物研究班研修会� ふしみやビル
7/27� 第 1 回血清・血液・輸血研究班合同講演会「HLA」� グランシップ
7/27� 病理細胞診従事者講演会� アクトシティ浜松
8/31−9/1� 平成14年静岡県生理検査研修会� ウェルサンピア浜松
9/12� 第 5 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
9/21−22� 第 9 回中部地区臨床化学検査研修会「翔―チーム医療―」� 熱海ホテルパサニア
9/28� 血液検査研修会� 静岡赤十字病院
9/28� 第 2 回輸血検査研究班講演会� あざれあ
10/5� 中部支部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
10/10� 第 6 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/16� 第 3 回輸血検査研究班講演会� アクトシティ浜松
11/21� 第 7 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/30� 輸血後肝炎の現状と将来� アクトシティ浜松
11/30� 日本臨床細胞学静岡県支部従事者講習会� アクトシティ浜松
12/1� 第19回静岡県医師会精度管理成績検討会� 静岡県医師会館
12/7� 生理検査研修会　超音波の基礎� 聖隷健診センター
12/7� 一般検査研修会� 静岡市立清水病院
12/7� 血液検査研修会� アクトシティ浜松
12/8� 第 3 回中部地区遺伝子・染色体検査研修会� アクトシティ浜松
12/14� 細胞診従事者講習会� 静岡市立静岡病院
1/18−19� 第20回管理研修会� ベルパレス鷹匠
1/18� 輸血検査における異常反応の考え方� 静岡市
1/25−26� 第19回中部地区一般検査研修会� 清水ナショナルトレーニングセンター
2/2� 第 3 回静岡血液フォーラム� 静岡赤十字病院
2/13� 第 1 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
2/15� 細胞診従事者講習会� 県西部浜松医療センター
2/22� 一般検査研修会� 磐田市立総合病院
3/1� 第 4 回輸血検査研究班講演会� アクトシティ浜松
3/1� ASP型精度管理システムQCLinxについて� 三島市民文化会館
3/8−9� 微生物検査研修会� グランシップ
3/15� 血液・遺伝子検査研修会� あざれあ

学術部門研修会等の活動
（平成14年度から29年度）
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平成15年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/10� 第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
4/19� 免疫学的便潜血検査における大腸癌検診のTQCについて� 静岡市立清水病院
4/19� BCPを用いた新しい血清アルブミン定量法� グランシップ
4/26� 中部支部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
4/26� 第 1 回静岡県輸血検査研究班基礎講演� アクトシティ浜松
4/27� 生理検査研修会� 富士市立中央病院
5/24� 第 2 回静岡県輸血検査研究班基礎講演� あざれあ
5/24� 形態セミナー� 静岡赤十字病院
5/25� 形態セミナー� 沼津市立病院
5/31� レジオネラ　最近の話題� 三島いきいきホール
6/12� 第 3 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
6/14� 静岡県生理検査研修会� 清水ナショナルトレーニングセンター
6/21� 一般検査研修会� 磐田市立総合病院
6/28� 第 3 回静岡県輸血検査研究班基礎講演� アクトシティ浜松
7/5� 絵で見る免疫学� グランシップ
7/10� 第 4 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
7/12� 血液検査研修会� アクトシティ浜松
7/12� 中部支部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
7/13� 初心者尿沈渣講習会� 静岡市立清水病院
7/19� 第 1 回血液輸血研究班合同講演会� 静岡ホテルアソシア
8/9� 細胞診従事者講習会� アクト研修交流センター
8/16� 静岡県輸血検査研究班講演� あざれあ
9/11� 第 5 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
9/27� 第17回日本臨床細胞学会関東連合会学術集会� あざれあ
9/27� 「基礎の基礎」臨床検査のベーシック統計学①� 三島商工会議所会館
10/18� 「基礎の基礎」臨床検査のベーシック統計学②� あざれあ
10/18� 中部支部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
11/1� 血液・遺伝子検査研修会（1）� あざれあ
11/1� 第 1 回輸血研究班実技講習会� アクトシティ浜松
11/2� 血液・遺伝子検査研修会（2）� 静岡赤十字病院
11/8� 第 6 回静岡県一般検査研修会� 伊豆長岡温泉　けんぽ長岡
11/9� 「呼吸機能ベッドサイド応用編」� 焼津市立総合病院
11/14� 第 6 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/22� 楽しく学ぼうHIVの基礎知識と最前線治療� クリエート浜松
11/29� BNPの臨床的意義と測定法について� アクトシティ浜松
12/6� 超音波の基礎� 聖隷健診センター
12/13� 細胞診従事者講習会� 静岡赤十字病院
12/20� 第 4 回輸血検査研究班基礎講演会� アクトシティ浜松
1/10� 第 5 回静岡県輸血検査研究班基礎講演� あざれあ
1/24� 一般検査研修会� 磐田市立総合病院
2/1� 初心者尿沈渣講習会� 静岡市立清水病院
2/7� 西部細胞診研修会� クリエート浜松
2/12� 平成16年第 1 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
2/15� 第 4 回静岡血液フォーラム� 静岡赤十字病院
2/22� 生理検査研修会� 市立島田市民病院

平成16年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/8� 平成16年第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
4/17� プロモーションコードの概要� あざれあ
5/29� 第 1 回輸血研究班実技講習会� 三島市民生涯学習センター
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6/5� 血液検査研修会� アクトシティ浜松
6/10� 平成16年第 3 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
6/26� 静岡県基準範囲設定と脂質検査の基礎について研修会� ふしみやビル
6/26� 細胞・病理研究班合同　尿路系細胞診講演会と症例検討会� 浜松市地域情報センター
7/3� 第18回中部地区生理検査研修会� ウェルサンピア浜松
7/8� 平成16年第 4 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
7/10� 静岡県一般検査研修会� 静岡厚生病院
7/10� 輸血検査研究班臨時特別講演会� 静岡県総合社会福祉会館
7/17� 平成16年度第 2 回血液研修会� あざれあ
7/24� 「基礎からの勉強」脂質検査の勉強会　第 2 回脂質異常検体の解析� あざれあ
7/31� 絵で見る免疫学　基礎編� 三島市民文化会館
7/31� 中部支部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
8/7� 公開講演会「生活習慣病と検査」� あざれあ
8/7� 第 2 回輸血検査講演会� アクトシティ浜松
8/21� 脂質検査の基礎シリーズ（第 3 回）「脂質検査総論」� あざれあ
9/9� 平成16年第 5 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
9/11� 第 1 回輸血・血液・免疫検査合同講演会� グランシップ
9/18� 基礎シリーズ　代謝編 1「更年期と生化学検査」� あざれあ
9/25� 微生物班研修会（血液培養について）� 静岡市民文化会館
10/14� 平成16年第 6 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
10/16� 静岡県一般検査研修会� 富士宮市立病院
10/16� 細胞病理講演会� 静岡済生会総合病院
10/23� 基礎シリーズ　代謝編 2「腎機能関連項目について」� あざれあ
10/30� 中部支部細胞検査研修会「症例検討会」� 静岡赤十字病院
10/30� 甲状腺の基礎� あざれあ
11/6� 第 3 回血液検査研修会� あざれあ
11/6� 第11回中部微生物検査研究班宿泊研修会� カリアック
11/11� 平成16年第 7 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/18� 第22回日本食品微生物学会学術セミナー（静岡）：共催� あざれあ
11/20� 基礎シリーズ　代謝編 3「腎臓の代謝と検査データの見方」� あざれあ
11/23� 腹部超音波講習会（初心者対象）� 焼津市立総合病院
12/4� 臨床化学基礎シリーズ　酵素編 1「酵素項目の流れ」� ふしみや
12/4� 超音波の基礎� 聖隷健診センター
12/11� 中部支部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
12/11� 第 4 回血液検査研修会� あざれあ
12/18� 第 2 回血液・輸血研究班合同講演会� あざれあ
1/15� 第 5 回血液検査研修会� 三島市民文化会館
1/21� 初心者のための心電図勉強会� アルフレッサ㈱沼津支店
1/29� 第 4 回輸血検査研究班講習会� 静岡県産業経済会館
1/29� 臨床化学基礎シリーズ　酵素編 2「AMY，Ch-E，酵素項目の今後の進展」� あざれあ
2/10� 平成17年度第 1 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
2/11� 静臨技研修会「もっと 2 コミュニケーション」� ホテルサンバレー富士見
2/11� 臨床化学研修会「どっぷり統計学」� ホテルサンバレー富士見
2/11� すぐに役立つ輸血実技講習会� ホテルサンバレー富士見
2/12� 初心者のための尿沈渣Ver.�2 � 遠州病院
2/26� 細胞診従事者講習会� 静岡赤十字病院
3/6� 第 5 回静岡血液フォーラム� もくせい会館
3/25� 初心者のための心電図勉強会� ㈱スズケン

平成17年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/2� 病理・細胞研究班合同研修会� 静岡市立静岡病院
4/7� 平成17年度第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
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4/9� 第 1 回輸血研究班講演会� あざれあ
4/16� 平成17年度第 1 回血液検査研修会� グランシップ
4/23� ドライケミストリーの最新事情� あざれあ
5/21� 平成17年度第 2 回血液検査研修会� あざれあ
5/21� LIA法とTIA法の基礎と応用及びラテックスの匠� あざれあ
5/29� 第 3 回寄生虫検査・実習研修会� 浜松医科大学
6/9� 平成17年度第 3 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
6/11� 中部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
6/24� 初心者のための心電図勉強会� アルフレッサ沼津支店
6/25� 免疫グロブリンのサーベイにおける問題点および免疫項目の汎用機における留意点
� あざれあ
7/2−3� 静岡県微生物検査研究班　宿泊研修会� KKR宮ノ下
7/7� 平成17年度第 4 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
7/16� 静岡県一般検査研修会� 静岡厚生病院
7/16� 第 2 回輸血研究班講演会� 静岡県労政会館
7/23� 安全なデータを提供するために　〜PRT（検査実績課金方式）の場合〜� あざれあ
8/6� （社）静岡県臨床衛生検査技師会公開講演会� あざれあ
8/20� 第 3 回輸血研究班講演会� あざれあ
9/3� 平成17年度第 3 回血液検査研修会� 静岡市産学交流センター
9/8� 平成17年度第 5 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
9/10� 静岡県寄生虫症研究会　第10回研究総会� アクトシティ浜松
9/18−19� 平成17年静岡県生理検査研修会� グランシップ
10/1� 中部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
10/10� 平成17年度第 4 回血液検査研修会� もくせい会館
10/13� 平成17年度第 6 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
10/15� HBV変異とオカルトHBV� 三島市民文化会館
10/22� 第 4 回輸血研究班講演会� フォルテ
10/29� 膠原病を疑ったときの検査の進め方� あざれあ
10/29� 糖尿腎症における検査の重要性� あざれあ
11/10� 平成17年度第 7 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/12� ペースメーカー勉強会（ペースメーカーの基礎〜最新情報まで）
� 島田市保健福祉センターはなみずき
11/19� 静岡県一般検査研修会� 富士宮市立病院
11/19� 第 5 回輸血研究班講演会� あざれあ
12/10� 第 6 回輸血研究班講演会� あざれあ
12/10� 中部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
12/11� 第10回血液形態セミナー� あざれあ
2/4−5� 静臨技管理技研修会「これからの臨床検査技師に求められるもの」� カリアック
2/4� 細胞診従事者講習会� 浜松市地域情報センター
2/18� 細胞診従事者講習会� 焼津市立総合病院
2/18� ISO15189の求めているもの（審査を受けてみて）� 静岡赤十字病院
2/19� 第 6 回静岡血液フォーラム� もくせい会館
3/4� 第 1 回輸血研究班症例検討会� 静岡市商工会議所

平成18年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/21� 平成18年度第 1 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
5/27� 平成18年度第 1 回血液検査研修会� あざれあ
6/17� 平成18年度静岡県輸血検査研修会� 静岡産業経済会館
6/17� 国際標準法と整合性を有する血清鉄測定試薬について� 静岡商工会議所
6/24� 中部支部細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
7/1� 静岡糖尿病療養指導スキルアップの会� 富士通富士フォーラム
7/1� 第 1 回西部地区微生物検査研究班研修会� 浜松医科大学
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7/1� 静岡県一般検査研修会� クリエート浜松
7/14� 平成18年度第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
7/15� 平成18年度第 2 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
7/22� 腎機能評価と臨床化学検査・腎臓病マーカー（シスタチンC）� あざれあ
7/29� 静岡県中部地区微生物検査研究班研修会� 市立島田市民病院
7/29� HIV検査の重要性� 浜松プレスタワー
8/5� 平成18年度第 2 回静岡県輸血検査研修会� アクトシティ浜松
9/2� 平成18年度第 3 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
9/9� 静岡県寄生虫症研究会　第11回研究総会� アクトシティ浜松
9/30� 平成18年静岡県生理検査研修会� 清水ナショナルトレーニングセンター
9/30� 第 3 回微生物検査研究班研修会（西部担当）� 浜松医科大学
9/30� 平成18年度第 3 回静岡県輸血検査研修会� あざれあ
9/30� 細胞検査研修会（中部担当第 2 回）� 静岡赤十字病院
10/14� 平成18年度第 4 回血液検査研修会� もくせい会館
10/14� 静岡県微生物検査研究班研修会� あざれあ
10/27� 第57回日本電気泳動学会総会� アクトシティ浜松
11/10� 聴力検査の基礎講習会� 沼津市立病院
11/11� 静岡県一般検査研修会� 静岡厚生病院
11/11� 第 1 回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会� 浜松市地域情報センター
11/17� 平成18年度第 3 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/19� 静岡県輸血特別研修会� 焼津市立総合病院
11/19� 平成18年度静岡県臨床検査精度管理調査成績検討会� 静岡県医師会館
12/2� 超音波の基礎� 聖隷浜松病院
12/2� 静岡県中部地区微生物検査研究班研修会� 静岡市立清水病院
12/9� 平成18年度第11回血液形態セミナー（講義）� 静岡赤十字病院
12/9� 微生物検査研究班研修会（西部第 4 回）� アクトシティ浜松
12/10� 平成18年度第11回血液形態セミナー（実習）� 静岡赤十字病院
12/16� 中部担当細胞検査研修会（第 3 回）� 静岡赤十字病院
1/20� 細胞検査研究班研修会（日本臨床細胞学会静岡県支部合同）� アクトシティ浜松
1/20� 静臨技研修会「新人研修会Freshman集合」� 富士ハイツ
1/27� 微生物検査研究班研修会（西部第 5 回）� 浜松医科大学
1/27� 蛋白分画の基礎� 静岡商工会議所
1/27� 静臨技研修会� 三島商工会議所
2/17� 平成18年度第 4 回静岡県輸血検査研修会� アクトシティ浜松
2/18� 血ガス研修会� 富士市立中央病院
2/25� 第 7 回静岡血液フォーラム� もくせい会館
3/10� 第11回中部免疫血清検査研究班研修会� 熱海ニューフジヤホテル
3/10� 一般検査研修会� 静岡厚生病院
3/17� 中部担当細胞検査研修会（第 4 回）� 静岡赤十字病院

平成19年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/20� 平成19年度第 1 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
4/21� 微生物検査研究班研修会（西部第 1 回）� 聖隷浜松病院
5/12� 平成19年度第 1 回静岡県輸血検査研修会� 静岡労政会館
5/12� 静岡県一般検査研修会� 静岡厚生病院
5/20� 第 4 回寄生虫検査・実習研修会� 浜松医科大学
5/26� 平成19年度第 1 回血液検査研修会� クーポール会館
6/9� 一般検査研修会� 静岡厚生病院
6/23� 微生物検査研究班研修会（西部第 7 回）� 掛川市立総合病院
6/29� 平成19年度第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
6/30� 中部担当細胞検査研修会（第 1 回）� 静岡赤十字病院
6/30� 静岡糖尿病療養指導スキルアップの会� 共栄火災富士研修センター
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7/14� 平成19年度静岡県微生物検査研究班宿泊研修会� アルパインハウス
7/21� 平成19年度第 2 回静岡県輸血検査研修会� アクトシティ浜松
7/28� 心筋マーカー関連項目とヘモグロビンA1cの標準化について� 静岡商工会議所
9/8� 静岡県寄生虫症研究会　第12回研究総会� アクトシティ浜松
9/8� 平成19年度第 2 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
9/16� 心電図セミナー初級編� 静岡労政会館
9/29� 中部担当細胞検査研修会（第 2 回）� 静岡赤十字病院
10/6� 乳腺超音波を学ぶ・基礎を中心に� 聖隷浜松病院
10/20� 平成19年度第 3 回静岡県輸血検査研修会� 静岡労政会館
10/27� 平成19年静岡県生理検査研修会� 清水ナショナルトレーニングセンター
10/27� 第 2 回いびき・睡眠時無呼吸研究会� アクトシティ浜松
10/27� 第 5 回中部地区病理研究班、第 3 回中部地区細胞診研究班合同研修会� 浜松医科大学
11/10� 免疫血清・臨床化学合同研修会「NT-proBNP」について� 静岡県産業経済会館
11/16� 平成19年度第 3 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/17� 微生物検査研究班研修会（西部第 3 回）� 磐田市立総合病院
12/1� 第23回中部地区血液検査研修会� グランシップ
12/1� 静岡県微生物検査研究班研修会� グランシップ
12/1� ホルター心電図勉強会� 焼津市立総合病院
12/8� 平成19年度第 4 回輸血検査研修会� 静岡労政会館
12/8� 中部担当細胞検査研修会（第 3 回）� 静岡赤十字病院
1/26� 免疫血清・臨床化学合同研修会� もくせい会館
2/9� 平成19年度第 5 回静岡県輸血検査研修会� 三島市民文化会館
2/9� 微生物検査研究班研修会（西部第 4 回）� 浜松医科大学
3/2� 第 8 回静岡血液フォーラム� もくせい会館
3/22� 中部担当細胞検査研修会（第 4 回）� 静岡赤十字病院
3/29� 静岡県一般検査研修会� 遠州病院

平成20年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/25� 平成20年度第 1 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
5/17� 平成20年度第 1 回静岡県輸血検査研修会� あざれあ
6/21� 平成20年度静岡県微生物検査研究班・第 1 回研修会� 静岡市立静岡病院
6/21� 細胞検査研修会（中部担当第 1 回）� 静岡赤十字病院
6/27� 平成20年度第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
6/29� 静岡県初級輸血実技研修会� 三島オリンパス株式会社
7/5� 平成20年度静岡糖尿病療養指導スキルアップの会� 共栄火災富士研修センター
7/12� 平成20年度静岡県微生物検査研究班・第 2 回研修会� 静岡市立静岡病院
7/12� 平成20年度第 1 回血液検査研修会� ふしみやビル
8/29� 第48回日本臨床化学会年次学術集会� 静岡文化芸術大学
9/6� 平成20年度第 2 回静岡県輸血検査研修会� 浜松フォルテ
9/7� 心電図セミナー初級編� グランシップ
9/13� 静岡県寄生虫症研究会　第13回研究総会� アクトシティ浜松
9/13� 平成20年度細胞検査研修会西部担当第 1 回� 聖隷三方原病院
9/27� 平成20年度細胞検査研修会（中部担当第 2 回）� 静岡赤十字病院
10/18� 平成20年度静岡県微生物検査研究班・第 3 回研修会� クリエイト浜松
10/18� 平成20年度第 2 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
11/8� 平成20年生理検査研修会� 静岡済生会総合病院
11/16� 平成20年度静岡県臨床検査精度管理調査成績検討会� 静岡県医師会館
11/21� 平成20年度第 3 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/22� 第 3 回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会� アクトシティ浜松
11/29� 静臨技新人研修会「目指そう！スキルアップ」� ホテルサンバレー富士見
11/29� 静岡県一般検査研修会� もくせい会館
11/29� 血液・細胞研究班合同研修会� 沼津市立病院
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12/6� 病理検査・細胞検査　免疫染色研修会� グランシップ
12/6� 平成20年度静岡県微生物検査研究班・第 4 回研修会� 静岡がんセンター
12/13� 平成20年度第 3 回静岡県輸血検査研修会� 静岡県産業経済会館
12/13� 中部担当細胞検査研修会（第 3 回）� 静岡赤十字病院
1/17� 臨床化学免疫血清研究班合同研修会� あざれあ
1/17� 超音波の基礎勉強会� 聖隷健康診断センター
1/23� 日本総合健診医学会第37回大会� グランシップ
1/31� 中部地区臨床化学検査研修会� 浜名湖ロイヤルホテル
2/7� 平成20年度第 4 回静岡県輸血検査研修会� 三島商工会議所
2/14� 第25回中部地区一般検査研修会� 浜松医科大学
2/28� 細胞検査研究班研修会（日本臨床細胞学会静岡県支部合同）� クリエイト浜松
2/28� 一般公開講演� あざれあ
3/7� 平成20年度静岡県微生物検査研究班・第 5 回研修会� 静岡市立静岡病院
3/8� 第 9 回静岡血液フォーラム� あざれあ
3/14� 中部担当細胞検査研修会（第 4 回）� 静岡赤十字病院

平成21年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/4� 平成21年度病理検査研修会（第 1 回目）� あざれあ
4/18� 平成21年度静岡県微生物検査研究班・第 1 回研修会� アクトシティ浜松
4/24� 平成21年度第 1 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
5/9� 平成21年度第 1 回静岡県輸血検査研修会� あざれあ
5/16� 平成21年度静岡県微生物検査研究班・第 2 回研修会� 静岡市立静岡病院
5/24� 静岡県寄生虫症研究会・第 5 回寄生虫検査実習研修会� 浜松医科大学付属病院
5/30� 平成21年度静岡県生理検査研修会� グランシップ
6/6� 平成21年度第 1 回血液検査研修会� 遠州病院
6/13−14� 静岡県微生物検査研究班・技術講習会（第 1 回）� 静岡がんセンター
6/13� 中部支部細胞検査研修会（第 5 回）� 静岡赤十字病院
6/19� 平成21年度第 2 回東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
6/20−21� 静岡県微生物検査研究班・技術講習会（第 2 回）� 静岡がんセンター
6/27−28� 静岡県微生物検査研究班・技術講習会（第 3 回）� 浜松医科大学付属病院
6/27� 平成21年度第 1 回静岡県一般検査研修会� もくせい会館
7/4−5� 静岡県微生物検査研究班・技術講習会（第 4 回）� 浜松医科大学付属病院
7/5� 第 1 回“みんなで学ぼう”糖尿病研究会―静岡� グランシップ
7/25� 平成21年度第 2 回静岡県輸血検査研修会� アクトシティ浜松
9/5� 平成21年度第 2 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
9/12� 静岡県寄生虫症研究会　第14回研究総会� アクトシティ浜松
9/12� 平成21年度第 3 回静岡県輸血検査研修会� あざれあ
9/26� 臨床化学免疫血清合同研修会� 静岡赤十字病院
10/3� 中部担当細胞検査研修会（第 4 回）� 静岡赤十字病院
11/7−8� 第48回中部医学検査学会� 三島市民文化会館
11/20� 平成21年度東部細胞診症例検討会� 沼津市立病院
11/21� 平成21年度新人研修会� アクトシティ浜松
11/21� 第 6 回細胞検査研究班研修会� 遠州病院
12/12� 平成21年度微生物検査研究班第 3 回研修会� 静岡市立静岡病院
12/12� 第 7 回細胞検査研修会（中部支部担当）� 静岡赤十字病院
1/17� 平成21年度静臨技管理監督者研修会� アクトシティ浜松
1/23� 超音波検査の基礎研修会� 聖隷浜松病院
2/13� 平成21年度微生物検査研究班第 4 回研修会� 静岡市立静岡病院
2/13� 平成21年度第 4 回静岡県輸血検査研修会� 静岡県産業経済会館
2/20� 平成21年度第 2 回静岡県一般検査研修会� もくせい会館
3/7� 第10回静岡血液フォーラム� 静岡市立静岡病院
3/13� 細胞診従事者講習会� 静岡市立静岡病院
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3/13� 静岡県臨床検査データ標準化事業報告会� 静岡県看護協会会館
3/21� 平成21年度病理検査・細胞検査合同研修会� アクトシティ浜松

平成22年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/23� 平成22年度第 1 回細胞検査研修会（東部地区）� 沼津市立病院
5/22� 平成22年度第 1 回静岡県輸血検査研修会� あざれあ
5/29� 第 1 回静岡県医学検査学会� 浜松市地域情報センター
6/12� 平成22年度第 1 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
6/18� 平成22年度第 2 回細胞検査研修会（東部地区）� 沼津市立病院
6/19� 平成22年度第 1 回静岡県病理検査・細胞検査合同研修会� あざれあ
6/26−27� 平成22年度静岡糖尿病療養指導スキルアップの会� 富士研修センター
6/26� 平成22年度微生物検査研究班第 1 回研修会� 掛川市立総合病院
7/11� 静岡県生理検査研修会・心電図勉強会（初級〜中級）� 静岡済生会総合病院
7/24−25� 第15回中部臨床衛生検査技師会・輸血検査研修会� 静岡市立静岡病院
7/24� 第 1 回静岡県一般検査研修会� パルシェ静岡
7/24� 平成22年度第 3 回細胞検査研修会（中部地区）� 静岡赤十字病院
7/31� 平成22年度第 2 回静岡県病理検査研修会� あざれあ
9/4� 平成22年度微生物検査研究班第 2 回研修会� あざれあ
9/4� 平成22年度第 2 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
9/11� 静岡県寄生虫症研究会　第15回研究総会� アクトシティ浜松
9/25� 平成22年度第 4 回細胞検査研究班研修会� 遠州病院
10/2� 静岡県臨床検査データ標準化委員会研修会� グランシップ
10/2� 第 2 回静岡県一般検査研修会� アクトシティ浜松
10/9−10� 第17回中部臨床衛生検査技師会・微生物検査研修会� あざれあ
10/23� 第 5 回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会� アクトシティ浜松
11/6� 平成22年度第 2 回静岡県輸血検査研修会� 静岡県産業経済会館
11/6� 平成22年度第 5 回細胞検査研究班研修会� 遠州病院
11/13� 平成22年度第 3 回血液検査研修会� 静岡市立静岡病院
11/15� 静岡県標準化事業（焼津・榛原地区意見交換研修会）� 焼津市立総合病院
11/19� 平成22年度第 6 回細胞検査研修会（東部地区）� 沼津市立病院
11/19� 浜松市衛生検査所精度管理責任者研修会� 浜松市保健所
11/25� 静岡県標準化事業（富士地区意見交換研修会）� 富士市立中央病院
11/26� 平成22年度第 2 回生理検査研修会� 富士市立中央病院
11/27� 静岡県・静岡市・衛生検査所精度管理責任者研修会� あざれあ
12/11� 平成22年度第 3 回静岡県輸血検査研修会� 静岡労政会館
12/12� 平成22年度静岡県臨床検査精度管理調査成績検討会� あざれあ
12/18� 平成22年度微生物検査研究班第 3 回研修会� あざれあ
12/18� 平成22年度第 7 回細胞検査研修会（中部地区）� 静岡赤十字病院
12/25� 第 3 回生理検査研修会・超音波の基礎勉強会� 聖隷浜松病院
1/22� 平成22年度第 3 回一般検査研究班研修会� 富士市立中央病院
2/5� 平成22年度第 4 回静岡県輸血検査研修会� 静岡県産業経済会館
2/19−20� 第24回中部臨床衛生検査技師会・生理検査研修会� 浜名湖カリアック
2/19� 平成22年度第 8 回細胞検査研究班研修会� 静岡赤十字病院
2/20� 第11回静岡血液フォーラム� パルシェ静岡
3/12� 平成22年度第 4 回一般検査研究班研修会� あざれあ
3/16� 静岡県標準化事業（浜松地区意見交換研修会）� 遠州病院

平成23年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/23� 平成23年度微生物検査研究班第 1 回研修会� 三島市民文化会館
5/14� 平成23年度第 1 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
5/21� 第 2 回静岡県医学検査学会� あざれあ
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5/28� 平成23年度第 1 回静岡県輸血検査研修会� 静岡労政会館
5/29� 日臨技認定更新指定講習会　寄生虫検査実習研修会� 浜松医科大学
6/17� 平成23年度第 1 回細胞検査研修会� 沼津市立病院
6/18� 平成23年度第 2 回細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
6/25� 平成23年度第 1 回静岡県一般検査研修会� あざれあ
7/2� 平成23年度第 2 回静岡県一般検査研修会� 静岡パルシェ
7/2� 平成23年度第 2 回血液検査研修会� 静岡赤十字病院
7/9� 平成23年度第 3 回静岡県一般検査研修会� 静岡パルシェ
7/16� 平成23年度第 1 回静岡県病理検査研修会� 遠州病院
7/30� 平成23年度第 1 回生理検査研修会� 静岡県立総合病院
7/30� 平成23年度第 2 回静岡県輸血検査研修会� 沼津労政会館
9/10� 静岡県寄生虫症研究会� アクトシティ浜松
9/10� 平成23年度微生物検査研究班第 2 回研修会� あざれあ
9/17� 平成23年度第 3 回細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
9/22� 静岡県標準化事業・東部地区意見交換研修会� 三島商工会議所
10/1� 平成23年度微生物検査研究班第 3 回研修会� 市立島田市民病院
10/1� 平成23年度第 4 回細胞検査研究班研修会� 遠州病院
10/1� 平成23年度第 3 回静岡県輸血検査研修会� アクトシティ浜松
10/15� 平成23年度第 3 回血液検査・第 5 回一般検査合同研修会� グランシップ
10/16� 平成23年度第 2 回生理検査研修会� ふじさんめっせ
10/29� 平成23年度第 2 回静岡県病理検査研修会� 静岡市立静岡病院
10/30� 平成23年度健康食品管理士会中部支部研修会� 浜松市地域情報センター
11/5� 平成23年度第 4 回血液検査研修会� 静岡市立静岡病院
11/18� 平成23年度第 5 回細胞検査研究班研修会� 沼津市立病院
11/22� 静岡県標準化事業・東部地区意見交換研修会� 三島商工会議所
11/24� 平成23年度浜松市衛生検査所精度管理責任者等研修会� 浜松市口腔保健センター
11/26� 平成23年度第 4 回輸血検査研修会� 静岡労政会館
11/27� 平成23年度静岡県臨床検査精度管理調査成績検討会� あざれあ
12/10� 平成23年度静岡県衛生検査所精度管理責任者等研修会� あざれあ
12/11� 平成23年度第 3 回静岡県生理検査研修会� 浜松医療センター
12/17� 平成23年度第 6 回細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
1/21� 免疫測定機器の比較� 静岡市立静岡病院
1/22� 静岡県標準化事業・東部地区意見交換研修会� 沼津市立病院
2/4� 平成23年度第 7 回細胞検査研究班研修会� 遠州病院
2/11� 平成23年度第 5 回静岡県輸血検査研修会� 静岡労政会館
2/18� 臨床検査データ標準化委員会研修会� 静岡労政会館
2/18� 平成23年度第 3 回病理検査研修会� 静岡赤十字病院
2/26� 第12回静岡血液フォーラム� あざれあ
3/10� 平成23年度第 8 回細胞検査研究班研修会� 静岡赤十字病院
3/17� 平成23年度微生物検査研究班第 4 回研修会� 静岡パルシェ

平成24年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/21� 平成24年度第 1 回臨床化学研究班研修会� 静岡赤十字病院
5/12� 平成24年度第 1 回血液検査研究班研修会� ふしみやビル
5/19� 平成24年度第 1 回一般検査研究班研修会� ペガサート
5/19� 平成24年度日本臨床細胞学会静岡県支部春季学術集会� 静岡市立静岡病院
6/23� 平成24年度第 1 回静岡県標準化事業講習会� 静岡県立総合病院
6/30−7/1� 平成24年度静岡糖尿病療養指導スキルアップの会� 静岡第一ホテル
6/30� 平成24年度第 1 回輸血検査研究班研修会� 労政会館
6/30� 平成24年度第 2 回病理細胞検査研究班研修会� 静岡がんセンター
7/7� 平成24年度第 2 回血液検査研究班研修会� 静岡商工会議所
7/20� 静岡県標準化事業　第 5 回東部地区意見交換会� 三島市民文化会館
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8/25� 平成24年度第 3 回病理細胞検査研究班研修会� 静岡赤十字病院
9/8� 静岡県寄生虫症研究会　第17回研究総会� アクトシティ浜松
9/8� 平成24年度第 3 回血液検査研究班研修会� 静岡市立静岡病院
9/16� 平成24年度第 1 回生理検査研究班研修会� 静岡済生会総合病院
9/22� 平成24年度第 2 回輸血検査研究班研修会� 沼津労政会館
9/29� 平成24年度第 2 回一般検査研究班研修会� 富士市立中央病院
10/5� 静岡県標準化事業　第 1 回志太中遠地区意見交換会� 市立島田市民病院
10/13� 平成24年度日本臨床細胞学会静岡県支部秋期学術集会� 静岡市立静岡病院
10/20� 第 7 回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会� グランシップ
10/27� 平成24年度臨床化学・静岡県標準化委員会合同講習会� 静岡県立総合病院
10/27� 平成24年度第 4 回血液検査研究班研修会� ペガサート
11/8� 平成24年度浜松市衛生検査所精度管理責任者等研修会� 口腔保健医療センター
11/10� 平成24年度第 2 回生理検査研修会� 浜松医療センター
11/16� 静岡県標準化事業　第 6 回東部地区意見交換� 三島市民文化会館
11/17� 平成24年度第 1 回微生物検査研究班研修会� 静岡県立総合病院
11/18� 平成24年度日本臨床細胞学会静岡県支部秋期研修会� 静岡赤十字病院
11/22� 平成24年度第 4 回病理細胞検査研究班研修会� 沼津市立病院
12/8� 平成24年度「西部地区細胞診従事者講習会」� 遠州病院
12/9� 平成24年度第 3 回生理検査研究班研修会� 三島市民文化会館
12/15� 平成24年度第 2 回微生物検査研究班研修会� ふしみやビル
12/16� 平成24年度静岡県臨床検査精度管理調査成績検討会� グランシップ
12/22� 平成24年度病理・細胞診に関する講演会と症例検討会� クリエート浜松
1/12� 平成24年度第 5 回病理細胞検査研究班研修会� 静岡赤十字病院
1/12� 平成24年度第 2 回病理・細胞診に関する講演会� アクトシティ浜松
1/19� 平成24年度第 3 回輸血検査研究班研修会� あざれあ
1/19� 平成24年度第 6 回病理細胞検査研究班研修会� 静岡市立静岡病院
1/26−27� 平成24年度中部圏支部微生物検査伝達講習会� 静岡市立静岡病院
2/2� 平成24年度細胞診従事者講習会� 沼津市立図書館
2/15� 静岡県標準化事業　第 7 回東部地区意見交換会� 三島市民文化会館
3/2� 平成24年度細胞診従事者講習会� 静岡赤十字病院
3/9� 平成24年度第 7 回病理細胞検査研究班研修会� 静岡赤十字病院
3/17� 平成24年度第 3 回微生物検査研究班研修会� 静岡県立総合病院
3/24� 第13回静岡血液フォーラム� あざれあ

平成25年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/13� 平成25年度第 1 回臨床化学研究班研修会� 静岡赤十字病院
4/20� 平成25年度第 1 回血液検査研究班研修会� 静岡市立静岡病院
4/27� 平成25年度第 1 回一般検査研究班研修会� 浜松市地域情報センター
5/11� 平成25年度第 1 回輸血検査研究班研修会� あざれあ
5/18� 平成25年度日本臨床細胞学会静岡県支部春期学術集会� 静岡市立静岡病院
5/24� 静岡県標準化事業第 2 回中西部地区意見交換会� 市立島田市民病院
5/26� 第 7 回寄生虫検査・実習研修会� 浜松医科大学
6/14� 平成25年度第 1 回病理細胞検査研究班研修会� 沼津市立病院
6/28� 静岡県標準化事業　第 8 回東部地区意見交換会� 三島市民文化会館
7/6� 平成25年度第 2 回血液検査研究班研修会� ニッセイ静岡駅前ビル
7/13� 平成25年度第 2 回輸血検査研究班研修会� アクトシティ浜松
7/20� 平成25年度第 1 回静岡県標準化事業講習会� 静岡県立総合病院
7/27� 平成25年度第 2 回病理細胞検査研究班研修会� 静岡赤十字病院
8/23� 静岡県標準化事業　第 1 回静岡市（地区）意見交換会� 静岡県立総合病院
9/14� 静岡県寄生虫症研究会　第18回研究総会� アクトシティ浜松
9/28� 平成25年度第 2 回臨床化学研究班研修会� 静岡赤十字病院
9/28� 平成25年度第 2 回一般検査研究班研修会� グランシップ
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10/12� 平成25年度第 1 回微生物検査研究班研修会� あざれあ
10/18� 静岡県標準化事業　第 2 回西部地区意見交換会� 遠州病院
10/19� 平成25年度第 3 回血液検査研究班研修会� 静岡市立静岡病院
10/26� 平成25年度第 1 回生理検査研究班研修会� 焼津市立病院
10/26� 平成25年度日本臨床細胞学会秋期学術集会� 静岡市立静岡病院
11/8� 静岡県標準化事業　第 9 回東部地区意見交換� 三島市民文化会館
11/14� 平成25年度浜松市衛生検査所精度管理責任者等研修会� 口腔保健医療センター
11/15� 平成25年度第 3 回病理細胞検査研究班研修会� 沼津市立病院
11/16� 平成25年度秋期研修会「第 1 回ワークショップ」� 静岡がんセンター
11/23� 平成25年度第 2 回生理検査研究班研修会� 三島市民文化会館
11/24� 平成25年度秋期研修会「第 2 回ワークショップ」� 静岡赤十字病院
11/29� 静岡県標準化事業　第 3 回中西部地区意見交換会� 市立島田市民病院
12/14� 平成25年度第 3 回生理検査研究班研修会� 浜松医療センター
12/14� 平成25年度第 2 回微生物検査研究班研修会� 中東遠総合医療センター
12/15� 第14回静岡血液フォーラム� 静岡市立静岡病院
1/19� 平成25年度第 3 回輸血検査研究班研修会� 沼津血液センター
1/25� 平成25年度第 3 回臨床化学研究班研修会� 静岡赤十字病院
1/25� 平成25年度第 4 回輸血検査研究班研修会� あざれあ
1/25� 平成25年度第 4 回病理細胞検査研究班研修会� 静岡赤十字病院
2/15� 平成25年度第 3 回一般検査研究班研修会� 静岡がんセンター
2/22� 細胞診従事者講習会� 静岡赤十字病院
2/24� 平成25年度第 3 回微生物検査研究班研修会
� 災害感染症対策セミナー�in�SHIZUOKA� 静岡県立総合病院
3/1� 平成25年度第 2 回静岡県標準化委員会講習会� 静岡県立総合病院
3/7� 静岡県標準化事業　第10回東部地区意見交換� 三島市商工会議所
3/15� 平成25年度第 4 回微生物検査研究班研修会� 静岡県立総合病院

平成26年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/26� 平成26年度第 1 回輸血・細胞治療部門研修会� あざれあ
5/17� 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
5/24� 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
5/31� 平成26年度第 1 回臨床血液部門研修会� ペガサート
6/7� 平成26年度第 1 回臨床一般部門研修会� パルシェ
6/21� 静岡県標準化事業　第 4 回中西部意見交換会� 市立島田市民病院
6/21� 平成26年度第 1 回病理細胞部門研修会� 静岡赤十字病院
6/29� 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
7/1� 平成26年度第 1 回臨床微生物部門研修会� 静岡市立静岡病院
7/18� 静岡県標準化事業　第11回東部地区意見交換� 三島市民文化会館
7/26� 平成26年度第 2 回輸血・細胞治療部門研修会� あざれあ
9/13� 静岡県寄生虫症研究会　第19回研究総会� アクトシティ浜松
9/13� 平成26年度第 2 回臨床血液部門研修会� 静岡市立静岡病院
9/20� 平成26年度第 2 回生物化学分析部門研修会� 静岡赤十字病院
10/13� 平成26年度第 1 回臨床生理部門研修会� 静岡市立静岡病院
10/18� 第 8 回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会� グランドホテル浜松
10/19� 平成26年度医療安全研修会� 静岡市立静岡病院
10/25� 平成26年度第 2 回臨床一般部門研修会� 三島商工会議所
10/25� 平成26年度第 2 回臨床微生物部門研修会� 磐田市立総合病院
10/25� 平成26年度静岡県臨床細胞学会秋期学術集会� 静岡市立静岡病院
10/25� 平成26年度第 3 回輸血・細胞治療部門研修会� アクトシティ浜松
10/31� 静岡県標準化事業　第 5 回中西部地区意見交換会� 市立島田市民病院
11/14� 静岡県標準化事業　第12回東部地区意見交換会� 三島市民文化会館
11/16� 平成26年度秋期研修会「第 1 回ワークショップ」� 静岡市立静岡病院
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11/22� 平成26年度第 2 回臨床生理部門研修会� ふじさんめっせ
11/22� 平成26年度第 3 回臨床微生物部門研修会� 静岡県教育会館
11/22� 平成26年度第 4 回輸血・細胞治療部門研修会� 静岡労政会館
11/29� 平成26年度秋期研修会「第 2 回ワークショップ」� 静岡がんセンター
12/13� 平成26年度第 1 回染色体・遺伝子部門研修会� 静岡赤十字病院
12/20� 平成26年度静岡県衛生検査所精度管理責任者等研修会� 静岡県産業経済会館
1/10� 超音波基礎研修会� 聖隷浜松病院
2/8� 第15回静岡血液フォーラム� 静岡市立静岡病院
2/13� 静岡県標準化事業　第13回東部地区意見交換� 三島市民文化会館
2/15� 平成26年度第 5 回静岡県輸血検査研修会� 静岡県赤十字血液センター
2/28� 平成26年度第 2 回遺伝子・染色体部門研修会� 静岡赤十字病院
3/14� 平成26年度第 3 回病理細胞部門研修会� ペガサート
3/14� 平成26年度第 4 回臨床微生物部門研修会� ペガサート

平成27年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/25� 平成27年度第 1 回臨床血液部門研修会� 静岡市立静岡病院
5/23� 静岡県臨床細胞学会　第36回春期学術集会� 静岡市立静岡病院
5/24� 第 8 回寄生虫検査・実習研修会� 浜松医科大学
6/6� 第 5 回伊豆長岡糖尿病療養指導士セミナー� プラサ ヴェルデ
6/27� 平成27年度第 1 回染色体・遺伝子部門研修会� 静岡赤十字病院
7/4� 平成27年度第 1 回生物化学分析部門研修会� 静岡市立静岡病院
7/5� 平成27年度第 1 回臨床生理部門研修会� ふじさんめっせ
7/11� 平成27年度第 1 回臨床一般部門研修会� パルシェ
7/11� 平成27年度第 1 回臨床微生物部門研修会� 静岡市立静岡病院
7/18� 平成27年度第 1 回病理細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
7/18� 平成27年度第 1 回輸血・細胞治療部門研修会� あざれあ
7/25� 平成27年度第 2 回病理細胞検査研修会� 静岡赤十字病院
7/25� 平成27年度第 2 回臨床血液部門研修会� 静岡市立静岡病院
9/11� 静岡県標準化事業　第 6 回中西部地区意見交換会� 市立島田市民病院
9/12� 静岡県寄生虫症研究会　第20回研究総会� 浜松研修交流センター
10/24� 平成27年度第 3 回臨床血液部門　第 2 回臨床一般部門　合同研修会� 静岡市立静岡病院
10/29� 平成27年度衛生検査所精度管理責任者等研修会� 口腔保健医療センター
10/31� 平成27年度静岡県臨床細胞学会秋期学術集会� 静岡市立静岡病院
11/7� 平成27年度第 2 回臨床微生物部門研修会� 静岡市立静岡病院
11/7� 第 9 回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会� グランシップ
11/8� 平成27年度第 2 回臨床生理部門研修会� 静岡県立総合病院
11/15� 平成27年度第 1 回秋期細胞診講習会「第 1 回ワークショップ」� 静岡赤十字病院
11/27� 静岡県標準化事業　第14回東部地区意見交換会� 三島市民文化会館
11/28� 平成27年度第 2 回秋期細胞診講習会「第 2 回ワークショップ」� 静岡がんセンター
11/29� 平成27年度第 2 回輸血細胞治療部門研修会� 静岡赤十字血液センター
12/19� 平成27年度第 3 回臨床一般部門研修会� 静岡市産学交流センター
12/19� 平成27年度衛生検査所精度管理責任者等研修会� 静岡県産業経済会館
1/9� 平成27年度第 3 回臨床生理部門研修会� 聖隷浜松病院
1/27� 平成27年度静岡市衛生検査所精度管理責任者等研修会� 静岡市城東保健福祉エリア
1/29� 静岡県標準化事業　第15回東部地区意見交換会� 三島商工会議所
2/6� 平成27年度第 4 回臨床一般部門研修会� 山口駅前ビル
2/13� 平成27年度第 3 回輸血・細胞治療部門研修会� 山口駅前ビル
2/14� 第16回静岡血液フォーラム� 静岡労政会館
2/27� 平成27年度第 2 回染色体遺伝子検査部門研修会� 静岡赤十字病院
3/5� 平成27年度第 3 回病理細胞診研修会� 静岡赤十字病院
3/5� 平成27年度第 3 回臨床微生物部門研修会� 静岡県教育会館
3/11� 静岡県標準化事業　第 7 回中西部地区意見交換会� 市立島田市民病院
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3/12� 平成27年度第 2 回生物化学分析部門研修会� 静岡赤十字病院

平成28年度
開催日	 研修会名	 開催会場
5/14� 平成28年度第 1 回臨床血液部門研修会� 静岡市立静岡病院
5/21� 平成28年度静岡県臨床細胞学会　第37回春期学術集会� 静岡市立静岡病院
5/27� 静岡県標準化事業　第16回東部地区意見交換会� 三島市民文化会館
5/28� 平成28年度第 1 回輸血・細胞治療部門研修会� あざれあ
6/4� 平成28年度第 1 回生物化学分析部門研修会� 静岡市立静岡病院
6/17� 静岡県臨床細胞学会　平成28年度第 1 回東部症例検討会� 沼津市立病院
6/19� 平成28年度第 1 回病理細胞部門研修会� 静岡赤十字病院
6/25� 平成28年度第 1 回臨床一般部門研修会� 静岡市産学交流センター
6/25� 平成28年度第 1 回臨床生理部門研修会� 静岡市立静岡病院
7/2� 平成28年度第 1 回臨床微生物部門研修会� 静岡赤十字病院
7/2� 平成28年度第 2 回輸血・細胞治療部門研修会� 静岡労政会館
7/9� 平成28年度第 2 回臨床血液部門研修会� グランシップ
8/6� 平成28年度第 2 回病理細胞部門研修会� 静岡赤十字病院
9/10� 平成28年度第 2 回生物化学分析部門研修会� 静岡県立総合病院
9/16� 静岡県標準化事業　第 8 回中西部地区意見交換会� 市立島田市民病院
10/1� 平成28年度第 2 回臨床生理部門研修会� 静岡市立静岡病院
10/15� 平成28年度第 2 回臨床微生物部門研修会� 静岡赤十字病院
10/22� 平成28年度第 3 回臨床血液部門研修会� 静岡市立静岡病院
10/29� 平成28年度静岡県臨床細胞学会　秋期学術集会� 静岡市立静岡病院
11/5� 第10回いびき・睡眠時無呼吸研究会� グランドホテル浜松
11/11� 平成28年度第 2 回東部症例検討会� 沼津市立病院
11/12� 平成28年度第 2 回臨床一般部門研修会� 静岡市産学交流センター
11/20� 平成28年度第 1 回染色体遺伝子検査部門研修会� 静岡赤十字病院
11/20� 平成28年度第 3 回生物化学分析部門研修会� 静岡県立総合病院
12/17� 平成28年度第 3 回臨床生理部門研修会� あざれあ
1/28� 平成28年度第 3 回臨床一般部門研修会� パルシェ
2/10� 静岡県標準化事業　第15回東部地区意見交換会� 三島商工会議所
2/11� 平成28年度第 3 回病理細胞部門研修会� 静岡赤十字病院
2/19� 第17回静岡血液フォーラム� グランシップ

平成29年度
開催日	 研修会名	 開催会場
4/22� 平成29年度第 1 回臨床血液部門研修会� CSA貸会議室
4/22� 平成29年度第 1 回生物化学分析部門研修会� 静岡県立総合病院
5/12� 静岡県標準化事業　第 9 回中西部地区意見交換会� 市立島田市民病院
6/3� 平成29年度第 1 回臨床一般部門研修会� 静岡市産学交流センター
6/24� 平成29年度第 1 回病理細胞部門研修会� 静岡赤十字病院
6/24� 平成29年度第 1 回臨床生理部門研修会� 静岡市立静岡病院
7/1� 平成29年度第 2 回臨床血液部門研修会� 静岡市立静岡病院
7/21� 静岡県標準化事業　第18回東部地区意見交換会� 三島商工会議所
8/19� 平成29年度第 2 回病理細胞部門研修会� 浜松医科大学
8/26� 平成29年度第 1 回臨床微生物部門研修会� アクトシティ浜松
9/2� 平成29年度第 1 回輸血・細胞治療部門研修会� あざれあ
9/9� 平成29年度日本検査血液学会静岡支部サーベイ報告会� 静岡赤十字病院
9/16� 平成29年度第 3 回臨床血液部門研修会� 静岡市立静岡病院
10/7� 平成29年度第 2 回臨床一般部門研修会� 静岡市産学交流センター
10/12� 平成29年度浜松市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
10/14� 平成29年度第 2 回臨床生理部門研修会� 静岡赤十字病院
10/21� 平成28年度第 2 回臨床微生物部門研修会� アクトシティ浜松
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10/21� 第11回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会� ニッセイ静岡駅前ビル
10/22� 精度保証施設認定制度およびJCCLS共用基準範囲採用についての説明会� あざれあ
10/28� 伊豆市社会福祉大会� 修善寺生きいきプラザ
10/28� 第 7 回日本検査血液学会静岡支部　形態セミナー� 静岡市立静岡病院
11/18� 平成29年度第 2 回輸血・細胞治療部門研修会� あざれあ
12/2� 平成29年度第 3 回臨床生理部門研修会� 静岡市立静岡病院
12/9� 平成29年度衛生検査所精度管理責任者等研修会� 静岡商工会議所
12/10� 平成29年度第 3 回輸血・細胞治療部門研修会� 静岡赤十字血液センター
1/26� 静岡県標準化事業　第19回東部地区意見交換会� 三島商工会議所
1/27� 平成29年度第 2 回生物化学分析部門研修会� 静岡県立総合病院
1/30� 平成29年度衛生検査所精度管理責任者等研修会� 静岡市城東保健福祉エリア
2/10� 平成29年度第 4 回臨床生理部門研修会� 静岡県産業経済会館
2/10� 平成29年度第 1 回染色体遺伝子検査部門研修会� 静岡赤十字病院
2/10� 平成29年度第 3 回臨床一般部門研修会� 静岡市産学交流センター
2/18� 第18回静岡血液フォーラム� CSA貸会議室
3/3� 平成29年度第 3 回病理細胞部門研修会� 静岡赤十字病院



創立65周年記念誌 65

2 創立50周年以降の主な活動

開 催 数 調 査 期 間 参加
施設 部門 項目 備　　　　　考 報 告 会

開 催 日
第19回

（平成14年度）
5 月29日から
6 月 6 日 106 6 38 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血、一般 12月 1 日

第20回
（平成15年度）

5 月28日から
6 月 7 日 107 6 37 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血、一般 11月30日

第21回
（平成16年度）

5 月26日から
6 月 5 日 105 5 35 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血 11月28日

第22回
（平成17年度）

5 月25日から
6 月 6 日 106 6 25 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血、病理 11月27日

第23回
（平成18年度）

5 月24日から
6 月 5 日 106 6 27 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血、病理 11月19日

第24回
（平成19年度）

5 月23日から
6 月 4 日 104 6 39 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血、病理 11月18日

第25回
（平成20年度）

5 月21日から
6 月 2 日 106 6 42 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血、病理 11月16日

第26回
（平成21年度）

5 月20日から
6 月 1 日 106 6 47 臨床化学、免疫血清、血液、微

生物、輸血、病理 11月22日

第27回
（平成22年度）

5 月19日から
6 月 1 日 109 5 44 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 12月12日

第28回
（平成23年度）

5 月18日から
6 月 1 日 107 5 45 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 11月27日

第29回
（平成24年度）

5 月16日から
6 月 1 日 108 5 46 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 12月16日

第30回
（平成25年度）

5 月15日から
5 月31日 115 5 49 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 12月 8 日

第31回
（平成26年度）

5 月14日から
5 月31日 110 5 48 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 12月14日

第32回
（平成27年度）

5 月13日から
5 月30日 114 5 48 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 12月13日

第33回
（平成28年度）

5 月11日から
5 月28日 116 5 50 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 11月23日

第34回
（平成29年度）

5 月10日から
5 月26日 118 5 50 臨床化学、血液、微生物、輸血、

病理 10月22日
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参加施設数の推移




