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第 8 回静岡県医学検査学会
令和元年度定時総会開催
6 月 8 日（土）あざれあにおいて、第 8 回静岡県医学検査学会・令和元年度静岡県臨
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。
令和元年度永年表彰対象者は 34 名の方々でした。そのうち 3 名の
方に総会に出席して頂きました。また、6 名の『わかふじ奨励賞』と 2 名の『学生奨励賞』
の表彰も行われました。

＜表彰者の方々＞
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第 8 回静岡県医学検査学会
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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
・亀山 拓哉 様＜市立島田市民病院＞
中部学会が静岡で開催された際、部門企画のシンポジストには記念品が渡されませんでした。依頼した研
究班の班長としては、とても心苦しかったです。
（他県では渡していましたので）改善していただきたいです。
【回答】
・・・・清水会長代行
貴重なご意見ありがとうございます。
2015 年に静岡で開催された中部圏支部医学検査学会では、シンポジウムを企画していただいた学術部門
の皆様やシンポジストの皆様に礼を欠くような対応であったことについてお詫び申し上げます。次の静岡県
開催は 2021 年になりますが、前回の反省と他県の現状を踏まえ、失礼の無いよう改善を図ってまいります。

・桑山 安代 様＜静岡市立静岡病院＞
会報が届くのが遅く、勉強会の情報が遅いです。出来るだけ早く日程だけでも知りたいです。
【回答】
・・・・大石副会長（渉外広報部長）
静臨技ニュースでの研修会お知らせのタイミングが遅いとのご指摘ですが、静臨技ニュースには、発行前
月の 15 日までに申請を受理し承認された研修会等を掲載しております。開催日が月の始めの研修会にあっ
ては、皆様のお手元に届く前に終了しているものがあることは事実であり大変申し訳なく思っております。
この点の解消方法として各部門から研修会が受理されたものは随時、静岡県臨床衛生技師会のホームページ
の「研修会、講演会等の御案内」から確認できるようにさせていただいておりますので、静臨技ニュースと
併せてご確認いただければと思います。
静臨技ニュースの配布が遅いとのご指摘ですが、研修会申請の受理の期限と紙面の編集校正並びに、印刷
配布を考慮しますと現状より大幅に早くすることは困難ではありますが、なるべく早く会員の皆様のお手元
に届くけることができるように努力していきたいと思います。

・杉澤 きよ美 様＜沼津市立病院＞
理事の皆様には会務お疲れ様です。これからも会員と会の発展のためよろしくお願いいたします。頑張っ
てください！応援しています。
【回答】
・・・・清水会長代行
温かいお言葉を頂戴し、深く感謝申し上げます。今後も理事一同、会員ならびに技師会の発展に向け邁進
する所存ですので、引き続き会員の皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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「第 8 回静岡県医学検査学会」
「令和元年度定時総会」開催報告
第 8 回静岡県医学検査学会
学会長

大石 和伸

6 月 8 日（土曜日）
‘あざれあ’にて、
「第 8 回静岡県医学検査学会」および「定時総会」が開催されまし
た。前日までの雨も上がり、最高気温が 29 度と暑い日となりました。204 名の会員、賛助会員、学生の方々
の多くの参加があり、盛会に終えることができました。
一般演題は、これからの本格的な学会発表の登竜門として若手技師と学生の 8 演題が発表されました。発
表者はとても緊張したと思いますが良い経験になったのではないかと思います。一般演題を発表していただ
いた 6 名には「わかふじ賞」
、学生には「学生奨励賞」を授与させていただきました。
シンポジウムは「求められる Agility ～変化への挑戦～」をテーマに開催しました。Agility とは、
「敏捷」
「機敏」と訳されますが、IT 用語として、
「周りの状況の変化に機敏に対応できる柔軟なシステム」をあら
わす表現として使われます。臨床検査を取り巻く環境は目まぐるしい変化に対応できる技師を目指す思いで
企画しました。昨年 12 月に施行された、医療法改正への対処法を ISO 取得施設の皆様からお話ししていた
だきました。そして、日臨技からは医療法改正そして精度管理・標準化の方向性について講演していただき
ました。時間の関係で総合討論を行うことができず、会場の皆様には申し訳ありませんでした。

演者・座長の皆様お疲れ様でした。また、関係各位のご協力に感謝申し上げます。

定時総会においては、スムーズな審議により各議案とも賛成多数で承認されました。定時総会の詳細につ
きましては次号で報告させていただきます。
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会員投稿

マイジョブ講座にいってみて
藤枝市立総合病院 柳本 将大
私は先週、マイジョブ講座というものに行かせていただきました。
なんとなく想像がつくと思いますが、自分の仕事を藤枝市内の小学生に紹介します。会場にはいろいろな
職種の方がいました。私は臨床検査技師を小学生で知っている子供はいないかなと内心思いつつ、同時に
どうやってわかりやすく伝えようかなと考え、当日に臨みました。

当日の流れは小学生には何の仕事をしているか伝えずに私が、白衣を着た状態にマントを羽織って小学
生の前に登場します。そして質問を受けながら仕事内容を明かしていきます。しかし、私自身も気づかな
かったのですがマントの丈が短く、白衣がはみ出ていて
あっという間に病院で働いているということに気づかれてしまいました。
「お医者さんですか？看護師さんですか？」
という質問が多く、やっぱり白衣の人といったら医師、看護師が浮かんでくるのだなと思いました。

小学生に話すということもあって、大まかにですが普段やっている検査について説明しました。一番、
興味を持ってくれたのが持参した駆血帯と採血の話でした。
駆血帯を生徒たちに渡すと輪ゴムみたいにビヨーンと伸ばしたり、ブンブン回したり子供らしいと思いま
した。私が正しい駆血帯の使い方を実際に生徒の腕を借りてみんなに見せると、さっきまで遊んでいた生
徒たちが大人しくなっていったのが忘れられません。
最初に検査技師を知らなかった子供たちが講座を終わるころには、病院のなかで医者と看護師以外にも
検査をして病気の治療を手助けするひとがいることをわかってもらえたと思います。

余談ですが、私のほかにサッカーのコーチを仕事としている人がいました。私自身が小学生の頃から高
校までサッカーをしていたので内容がとても面白かったです。
そして話を聞いているうちに再びサッカーをやりたいなと思ったので徐々に体力づくりを開始していこう
かなと思います。
6 年ぶりにサッカーをすることの恐怖感(体のおとろえ)はありますが楽しみです。

5

研修会 案内

臨床検査関連研修会・講習会 (1)
令和元年 6 月 17 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。
令和元年（6）
（敬称略）
＜日 時＞
2019 年
7 月 20 日（土）
13：00～17：00
受付 12：45～

＜会 場＞
男女共同参画ｾﾝﾀｰ
あざれあ
502 会議室

＜受講料＞
会員
1,000 円
賛助会員
1,000 円
非会員
2,000 円

2019 年度 第 2 回 輸血・細胞治療部門研修会

No.（190007894）
専門－20 点

【テーマ】
輸血症例グループディスカッション

【内 容】
輸血検査における様々なケーススタディについて、
グループディスカッション形式の研修会です。
輸血検査では、しばしばイレギュラーな反応や対応
に困る症例があります。検査結果と輸血の対応につい
て、迅速に、正しい解釈で臨床に伝えることが出来る
ように、いろいろな症例についてデスクワークで検討
しておきましょう。
講師：オーソ・クリニカル
・ダイアグノスティックス株式会社
齋藤 大輔 先生

＜申込み＞
定員を 30 名とさせていただきます。
参加希望の方は、勤務先名、氏名、輸血検査歴を記載
のうえ、右記メールアドレスまで連絡ください。
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＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会

＜問合せ先＞
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
Email :
s154679@siz.saiseikai.
or.jp

臨床検査関連研修会・講習会 (2)
＜日 時＞
2019 年
9 月 14 日（土）
14：00～16：30
受付 13：30～

＜会 場＞
静岡県産業経済会館
第 1 会議室
静岡市葵区追手町 441
電話 054-273-4330

＜受講料＞
会員
1,000 円
非会員
2,000 円

2019 年度 第 2 回 臨床生理部門研修会

No.（190012340）
専門－20 点

【テーマ】
超音波検査士認定試験対策セミナー
＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会

【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
ヘルスケアビジネスユニット開発統括本部
第一製品開発本部第二設計部
冨田 慶先生
16：30～16：40

＜問合せ先＞
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 ）

質疑応答

対象者：超音波検査士認定試験の受験予定者
定員 40 名
＜申込み＞
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：
2019 年 7 月 22 日(月)～2018 年 9 月 11 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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Email :
fujinoukensa@yahoo.
co.jp

臨床検査関連研修会・講習会 (3)
＜日 時＞
2019 年
9 月 14 日（土）
14：00～17：10
受付 13：30～

＜会 場＞
静岡市立静岡病院
12 階 講堂

＜受講料＞
会員
1,000 円
賛助会員
1,000 円
非会員
2,000 円

＜申込み＞
事前申し込み不要。
当日、直接会場へお越
しください。

2019 年度 第 2 回臨床血液部門研修会

No.（190012812）
専門－20 点

【テーマ】
血液検査技師に求められる役割を知ろう！

【内 容】
1. 2019 年度静岡県臨床検査精度管理調査の血液像に
ついて ～調査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
2.

血液検査技師の役割
～臨床とのコミュニケーションの重要性～

磐田市立総合病院 副病院長
飛田 規 医師

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会
＜協
力＞
静岡市立静岡病院

＜問合せ先＞
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

今回は、血液検査を担当する検査技師に求められる
ものとは何か！をテーマに本年度の静臨技精度管理調
査における血液像観察のポイントについて、および検
査で得た情報を正しく臨床へ伝えることの重要性につ
いての講演をお話しいただきます。血液塗抹標本から
得られる情報は観察した検査技師にしか分からず、そ
の情報をいかに臨床に伝えるかが医療の質に繋がりま
す。血液検査技師に求められる役割を知り、実際の医
療現場でも活用してみましょう。是非ご参加くださ
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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2019 年 7 月・8 月・9 月の行事予定
7月
未定

第 3 回理事会

：静臨技事務所

8月
9月
4 日（水）静岡県医師会臨床検査精度管理委員会
14 日（土）第 2 回 臨床生理部門研修会
14 日（土）第 2 回 臨床血液部門研修会
14 日（土）第 2 回 日臨技役員選考委員会
28 日（土）～29 日（日）
メディメッセージ 2019
未定
第 4 回理事会（予定）

：静岡県医師会仮事務所
：静岡県産業経済会館
：静岡市立静岡病院
：日臨技事務所
：ツインメッセ静岡
：静臨技事務所

☆ 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

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
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