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『メディメッセージ 2019』終了

9 月 28 日(土)～29 日(日)にツインメッセ静岡北館大展示場にて“医療がわかる。未来がみえる。
”を
テーマの『メディメッセージ 2019』が開催され、大盛況のうち終了しました。
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『メディメッセージ2019を終了して』
常務理事（中部支部長）
静岡県立こども病院 坂根潤一
2007 年に始まったメディメッセージも今年で 10 回目の開催を迎えました。メディメッセージの開始は、医
療者向けの新商品や機器の展示イベントだったようです。今では、小さなお子様から中学生、高校生、子育
て世代の親御さん、ご老人まで幅広い年齢層に愛されるイベントになり
ました。
我々、静岡県臨床衛生検査技師会では臨床検査技師の仕事をより良く知
っていただくためにメディメッセージでそのアピールを重ねています。
今年も静岡県内の様々な病院・検診センターから臨床検査技師の皆さま
にサポートを頂きました。有難う御座います。今年は、9,000 名を超える来場者に恵まれ、より医療の仕組
みや仕事について来場者にアピール出来たと実感しております。臨床検査技師の仕事にも熱心に聞き入る小
中高生をみながら、いつか共に働く日がくるのかとワクワクして
います。こうしたイベントを通して、臨床検査技師は検査室から
飛び出し多くの人達と触れ合い、勉強を重ねていくことも大切だ
と思いました。是非、ご興味のある方は来年一緒にメディメッセ
ージに参加し来場者と一緒に医療を学びましょう。
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参加者の声
静岡赤十字病院 高橋誠吾
今回血液検査の担当として参加しました。多くの方々に来ていただき、我々
検査技師の仕事の一部を体験し本物の医療技術に触れることで、知ってもら
うきっかけになったと思います。また、他の病院や他部門の方々との交流も
深めることができ、とても良い経験になりました。
今回の経験を今後の業務に生かせればいいと思います。
静岡県立総合病院 平田一樹
今回初めてメディメッセージに参加させていただきました。日曜日だけ
の参加でしたが、2 日間合わせて 9000 人が来場されたと聞いて、医療に
対して感心を持たれている方がこんなにたくさんいるんだなと実感しま
した。
年齢層は幅広く、これからの進路を決めるために来られた学生もたくさ
んいました。臨床検査技師をはじめ、医療職をアピールしていくには、メ
ディメッセージのような企画は絶好の場ではないかと思いました。普段
の業務とは異なり、慣れない部分もありましたが、非常に有意義な時間を過ごすことができました。企画、
運営をしていただいた、協和医科さん、そして静臨技の皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございま
した。
静岡県立こども病院

木本知沙

私は腹部超音波検査ブースを担当しました。来場者の方々には、ファント
ムを用いてエコーの操作を体験してもらいました。小さなお子さんは、初め
て見る機械に最初はおっかなびっくりでしたが、
画面に白黒の絵が映ると不
思議そうに見ていました。
ここにおしっこがたまってるんだよと言うと、
「す
ごーい！」
「おしっこでるの？」と楽しそうにしてくれ、こちらも嬉しくな
りました。中にはいろいろな臓器を知っている子もいて、さらっと画像を出
す姿にびっくりさせられました。いつの間にか行列ができており、大盛況で終わりました。
市立島田市民病院 杉本莉奈
今回、メディメッセージ開催初日の 9 月 28 日に参加させて頂きました。
私は、実体顕微鏡のブースを担当し、一般の方と一緒に顕微鏡で千円札や
昆虫などの観察をしました。普段、肉眼では見ることの出来ない細かな部
分まで詳細に見ることができ、多くの方に、顕微鏡や臨床検査技師の仕事
について興味を持って頂く事ができました。
今回の経験は、私にとって非常に貴重なものとなりました。ありがとうございました。
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静岡医療科学専門大学校 小笠原篤
この度、メディメッセージ 2019 に本学医学検査学科の学生が２日間で１７名参加させていただきました。
学生はとても生き生きとした表情で取り組んでおり、普段は大人しい学生の積極的な一面も見ることができ
ました。学生は、現場で活躍される技師の方々と直に接することで、
自身の目指す臨床検査技師像がより明確にイメージできたことと思
います。このような貴重な経験をさせていただき、誠にありがとうご
ざいました。

会場の様子
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会員投稿
半世紀ぶりの新制度、“専門職大学”
静岡医療科学専門大学校 畑本大介
私の勤務している、静岡医療科学専門大学校は県内唯一の臨床検査技師養成校です。医学検査学科が開設
されて 5 年が経ち、卒業生も近隣の病院へ少しずつ就職しているので、学校の存在
をある程度は認知してもらえているのではないかと思います。
昨年には、診療放射線技師を育成する医学放射線学科も新設され、拡充を続ける本
校ですが、近い将来、更なる大転換期を迎えようとしています。それは、“専門職大
学”の認可申請です。
そもそも専門職大学とは、文部科学省が 1964 年の短期大学制度導入以来、55 年ぶりに立ち上げた新し
い大学です。医療系学部の場合、専門職大学と大学が、どの様に異なるのかを私なり
にまとめてみました。
最大の違いは、超・長期の企業（病院）内実習を行うという所にあります。本校が
専門職大学となった時の計画では、3 年修了時に国家試験を受験します。そして、4 年
次に臨床検査技師の国家資格を持った学生として、長期の実習に臨んでもらおう
と考えています。
その場合、長期実習を受け入れていただく施設側が得られるメリットとして、
学生が国家資格を持っているため、ある程度の研修後に、採血や生理機能検査な
どの業務を担わせることが可能ということが挙げられます。学生側には、長期実習を各種専門資格取得への
足掛かりとして生かせる、という利点があります。
本校が専門職大学申請をするにあたり、今まで以上に教員を増やす等、課題は山積していますが、認可さ
れれば臨床検査技師養成学科としては日本初となる予定です。通常の 4 年
制大学よりも魅力的な学生を育てるために、様々な新しいことにチャレンジ
していけることに、今からワクワクしているところです。
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研修会 案内

臨床検査関連研修会・講習会 (1)
令和元年 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。
令和元年（11）
（敬称略）
＜日 時＞
2019 年度 第 2 回 臨床一般部門研修会
2019 年 11 月 2 日（土）
14：00～17：00
【テーマ】
（13:30 受付開始）
尿沈渣形態と尿細胞診とのつながりを学ぶ

＜会 場＞
静岡県男女共同参画セ
ンター あざれあ
〒422-8063
静岡県駿河区馬渕 1 丁
目 17-1

＜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、直接会場にお越し
ください

No.（190020686）
専門－20 点

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会

【内 容】
13：30～
受付開始
14：00～15：00
『尿中有形成分分析装置 USCANNER の運用について』
東洋紡株式会社 診断システム事業部
舛岡 正二郎 氏
15：00～15：15 休憩
15：15～16：55
「尿沈渣と尿細胞診のコラボレーション」
神戸大学大学院 保健学研究科 准教授
大崎 博之 先生
16：55～17：00
連絡事項・閉会
今回の研修会では、第 1 講演で東洋紡株式会社の舛
岡先生に尿中有形成分分析装置をうまく活用する運
用について精度管理などのお話を交えて講演して頂
きます。第 2 講演では「検査と技術」などにご執筆さ
れている神戸大学大学院 保健学研究科 准教授 大崎
先生に尿沈渣形態と尿細胞診のつながりや関係性を
一般検査の視点からお話しして頂きます。
新人の方や新しく一般検査担当になった方だけで
なく、日当直などの時間外勤務で一般検査に携わる
方,形態検査に興味がある方,精度管理で困っている
方などぜひご参加ください。また、細胞診のお話も
交えてご講演いただきますので病理検査に携わる方
などもぜひご参加ください。
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＜問合せ先＞
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 (2)
＜日 時＞
2019 年
11 月 2 日（土）
14：00～17：00

＜会 場＞
静岡赤十字病院
３号館 研修室

＜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 1 回 染色体遺伝子部門研修会
【テーマ】
コンパニオン診断薬の現状と展望

【内 容】
がん遺伝子パネル検査がスタートした事で、今後も
増加が見込まれるコンパニオン診断薬の現状と今後
の動向・展望についてお話し頂きます。
コンパニオン診断・遺伝子検査等に興味のある方
は、ぜひご参加ください。
講演１「コンパニオン診断薬の現状と展望 」
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
体外診断薬審査室 室長
矢花 直幸 先生

＜申込み＞
事前申込不要
直接会場までお越しくだ
さい。

No.（190020765）
専門－20 点

講演２「がん分子標的治療薬とそのバイオマーカーに
おける最近の話題」
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
病理診断・シークエンシング事業部
筒井 康博 氏
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＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会
＜協
力＞
静岡赤十字病院

＜問合せ先＞
染色体遺伝子部門
阿部 将人
静岡県立
静岡がんセンター
病理診断科
TEL 055-989-5222
（内線 5743）

臨床検査関連研修会・講習会 (3)
＜日 時＞
2019 年
11 月 16 日（土）
14：00～16：00

＜会 場＞
独立行政法人
静岡県立総合病院
６階つつじホール講堂

＜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 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。

【内 容】
講演１
14：00～14：50
『ＪＳＣＣ標準化対応法のピットホール』
富士フイルム和光純薬株式会社
小田垣 真一 氏
日常業務に起こりうる様々な事例を紹介し急に直
面した場合にでも素早く対応できる様に知識を高め
ておく必要があります。
休憩

14：50～15：00

＜申込み＞
事前申込不要
直接会場までお越しくだ
さい。

講演２
15：00～16：00
『ＪＳＣＣからＩＦＣＣへ ～ＬＤとＡＬＰ～』
富士フイルム和光純薬株式会社
松尾 嘉子 氏

9 月に開催された日本臨床化学会（JSCC）によって
動向が明確となりました。来年４月から１年間の移行
期間を設けて IFCC 法への切り替えをしなければなり
ません。準備をしっかりと進め、院内周知する為の参
考になる内容となります。

※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.（190022420）
専門－20 点

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会
＜協
力＞
独立行政法人
静岡県立総合病院

＜問合せ先＞
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 (4)
＜日 時＞
2019 年度 ニューリーダー育成研修会
2019 年 11 月 24 日（日）
9：30～16：30
【テーマ】
人工知能（AI）の現状を学ぼう！
～AI 時代に活躍できる臨床検査技師像を探る～
＜会 場＞
男女共同参画センター
あざれあ
【内 容】
AI の普及は当然の流れであり、医療の現場は急速
4 階 第 2 研修室

＜受講料＞
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。

に様変わりしていくことが予想されます。それらに
柔軟に対応でき、医療の現場で不可欠な存在となる
未来の臨床検査技師像を共有し、今から何をすべき
か考えるためのグループワーク形式の研修会です。
また、今後、参加者がリーダーシップを発揮するため
の手法やスキルも学べます。多くの方のご参加をお
待ちしています！

No.（190021924）
基礎－20 点

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県臨
床衛生検査技師会

＜問合せ先＞
磐田市立総合病院
臨床検査技術科
大井 直樹
TEL：0538-38-5000
（内線 2603）
Email：ooin@
hospital.iwata.shizuoka.jp

＜申込み＞
事前申し込み制
（定員 50 名）。
参加条件：
若手・中堅技師
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。
申込期間：
2019 年 9 月 20 日（金）
～2019 年 11 月 21 日
（木）

研修会プログラム
9：00 ～
受付開始
9：30 ～11：00 講演「人工知能（AI）と臨床検査
（仮）」
シスメックス株式会社 中央研究所
高畑 隆之 先生
11：10～12：00 解説「オフサイトミーティングと
MTS ステップ表について」
磐田市立総合病院 大井 直樹 技師
12：00～13：00 昼食
13：00～16：30 オフサイトミーティングと MTS ス
テップ表を用いたグループワーク
※途中適度休憩
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臨床検査関連研修会・講習会 (5)
＜日 時＞
2019 年度 ベッドサイド実践講習会
2019 年 12 月 14 日（土）
13：30～
【テーマ】
12 月 15 日
ベッドサイド実践講習会
（日）
～16：30
【内 容】

＜会 場＞
総合ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ施設
プラザヴェルデ
（沼津市大手町 1-1-4）
407 会議室

＜受講料＞
会員
5,000 円
（2 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。

＜申込み＞
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。
申込期間：
2019 年 10 月 1 日（火）
～2019 年 12 月 10 日
（火）

No.（190021924）
基礎－30 点

＜主
催＞
日本臨床衛生検査技師会
静岡県臨床衛生検査技師
会
＜後
援＞
静岡県看護協会
静岡県理学療法士会
静岡県臨床工学技士会
静岡県病院薬剤師会

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
＜問合せ先＞
が開催した「医療現場における職能向上のための臨
磐田市立総合病院
床検査技師育成講習会」をもとに、2018 年度から 3
臨床検査技術科
年継続事業として静臨技が開催しています。
大井 直樹
今年度は東部、来年度は西部で開催する予定です。
TEL：0538-38-5000
これからの臨床検査技師には必須の内容となってい
（内線 2603）
ますので、是非、多くの方の参加をお待ちしていま
Email：ooin@
す！
hospital.iwata.shizuoka.jp
講習会プログラム
【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

10

臨床検査関連研修会・講習会 (6)
＜日 時＞
2019 年度 第 3 回 臨床生理部門研修会
2019年12月21日
（土）
10：30～16：30
【テーマ】
脳波・誘発電位の基礎とステップアップ
＜会 場＞
グランシップ
910 会議室
静岡市
駿河区池田 79-4
TEL : 054-203-5713

【内 容】
10：00～
受付
10：30～11：30 講演 1：誘発電位の基礎
日本光電株式会社 西原 光二 氏
11：30～12：30 講演 2：術中モニタリングにおけ
る波形変化の考え方～SEP・MEP について～
富士脳障害研究所附属病院 杉山 聡 技師

＜受講料＞
会員
2,000 円
非会員
4,000 円

12：30～13：10 休憩

＜申込み＞
定 員：120 名
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。
申込期間：
2019 年 10 月 21 日
（月）～2019 年 12 月
18（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。

13：10～14：10 講演 3：脳波の基礎から正常波形
～明日から役立つ知識を中心に～
静岡医療科学専門大学校 畑本 大介 技師
14：20～16：30 講演 4：脳波判読のステップアッ
プ ～境界・異常脳波～
北里大学病院 小野澤 裕也 技師

情報交換会（詳細は後日、臨床生理部門ホームページ
に掲載いたします。
情報交換会に参加を希望される方は右記問い合わせ先
までご連絡ください。
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No.（190022453）
専門－20 点

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会

＜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 ）
Email :
fujinoukensa@yahoo.
co.jp

臨床検査関連研修会・講習会 (7)
＜日 時＞
2019 年度 第 1 回 臨床微生物部門研修会
2019年12月21日
（土）
9：00～16：00
【テーマ】
POT 法と核酸クロマト実技
＜会 場＞
浜松医科大学
講義実習棟 3 階
基礎医学・物理第一実
習室

＜受講料＞
会員
3,000 円
賛助会員
3,000 円
非会員
6,000 円

＜申込み＞
【お名前】【御施設
名】【連絡用のメール
アドレス】を記入の
上、
kensyukai_mousikomi
@clinicalmicrobe.com
にお申込みください。
参加者には当日の持ち
物などの案内を mail
送信しますので、必ず
mail アドレスを記入
してください．

【内 容】
08:30～受付開始
09：00 ～ 09：30 ＰＯＴ法について(関東科学)
09：30 ～ 10：00 核酸クロマトについて(極東製薬)
10：00 ～ 10：30 実験準備・説明
10：30 ～ 11：00 DNA の抽出
11：00 ～ 12：00 ＰＯＴ及び核酸クロマトの
PCR 反応液の調製・装置へのセット
12：00 ～ 13：00 < お昼休み >
13：00 ～ 14：00 アプライ・電気泳動
※ゲル作成…省略
14：00 ～ 15：00 染色～脱色～泳動像撮影
核酸クロマト判定、説明
15：00 ～ 15：45 POT 値への変換、解析
15：45 ～ 16：00 後片付け等

※

※
※

※

定員募集：原則として 40 名とさせていただきま
す。
申込み期限は 12 月 13 日とします。
一施設から多数応募があった場合は、数名に絞ら
せていただくことがありますので、あらかじめご
承知おきください。
技師会会員証を持参ください。
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No.（190019381）
専門－20 点

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会
＜協
力＞
浜松医科大学

＜問合せ先＞
臨床微生物部門
上村 桂一
中東遠総合医療ｾﾝﾀｰ
TEL 0537-21-5555
（内線 2214）
Email：
k.uemura@fsinet.or.jp

臨床検査関連研修会・講習会 (8)
＜日 時＞
2019 年度 第 20 回 静岡血液フォーラム
2020 年 2 月 2 日（日）
10：00～17：30
【テーマ】
（受付 9：30～）
求められる血液検査担当技師になるための
知識を学ぼう！
＜会 場＞
グランシップ
交流ホール

＜受講料＞
会員
6,000 円
賛助会員
6,000 円
非会員
12,000 円

＜申込み＞
shizuokaketsueki20@
gmail.com にて事前申
し込み制
定員 先着 150 名
申込期間
11 月 1 日～12 月 20
日

【内 容】
第 1 講演 10：00～11：30
『これだけは押さえておきたい！
リンパ腫の基礎知識』
岡山大学医学部病態検査学講座
教授 佐藤 康晴 先生
第 2 講演 11：50～12：50
ランチョンセミナー
『フローサイトメトリー検査で分かること』
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
第 3 講演 13：10～15：10
『臨床に直結！見つけると役立つ、
見逃すと困る血液検査所見（形態編）』
金沢医科大学病院 臨床検査技術部門
大川 有希 技師
第 4 講演 15：40～16：40
『凝固検査における最近の動向
～APTT の波形解析について～』
アイ・エル・ジャパン株式会社

No.（190024400）
専門－20 点

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県
臨床衛生検査技師会

＜問合せ先＞
臨床血液部門
浜松医療センター
臨床検査技術科
渡邉 正博
TEL：053-453-7111

＜申込みについて＞
2019 年度第 20 回静岡
血液フォーラム事務局
NTT 東日本伊豆病院
臨床検査室
長岡 祐美
TEL：055-978-2320

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

令和 元年 第 2 回 臨床血液部門研修会

開催日

令和 元年 9 月 14 日（土）

会 場

静岡市立静岡病院 12 階 講堂

参加人数

67 人

内 容
今回は「血液検査技師に求められる役割を知ろう！」ということで、第 1 講演『2019 年度
静岡県臨床検査精度管理調査で出題された血液像の調査目的と標本観察ポイント』では、注
目すべき検査データから追加検査等の指摘まで、症例を交えて講演して頂きました。第 2 講
演では、飛田先生より『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～』に
ついて、血液疾患診療の現状・検査における臨床との連携の重要性とそれに伴う検査技師に
期待される事など、日常業務だけでなく院内に向けてどう検査技師がアピールしていくか考
えるきっかけになった内容だったと思います。どちらの講演も今後の検査業務に役立ててい
ける大変有意義な研修会でした。
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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

2019 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
2019 年 9 月 14 日（土）
静岡県産業経済会館
29 人
第 2 回臨床生理部門研修会は超音波検査士認定試験対策セミナーを開催しました。
今回も昨年同様、講義のみの研修会ではなく、実践的な演習問題の解説を日立製作所の富
田先生に講演していただきました。前半の講義ではスライドや資料に重要ポイントを提示
することで、難しい超音波基礎をわかりやすく講演していただきました。後半では実際の
問題を使って解き方のコツを教えていただきました。今回は問題を解く時間を設けられま
せんでしたが、昨年の様に問題を事前配布する必要性について今後検討していきたいと考
えております。
今回の研修会が超音波検査の基礎知識として試験対策や日々の業務に役立てていただけれ
ば幸いです。

静岡県標準化事業 第 22 回 東部地区意見交換会
令和元 年 9 月 27 日（金）
三島商工会議所会館 4 階会議室 B
28 人
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社の菊池さんより「診断支援
におけるクラウドを生かし、アプリケーションを束ねるデジタルエコーシステム」に
ついて講演がありました。昨今話題となっている AI を利用した画像解析および診断
支援の最新情報などを講演していただき、これから大きく変化する検査医療に対する
我々医療者としてのかかわり方のヒントを得られたと思います。
岡村記念病院の中村さんより「当院の精度管理の現状と今後の展望」について講演
いただきました。検体検査に係る医療法の改正が平成 30 年 12 月 1 日より施行され、
検査精度の確保は今や必須事項となっており、これらを十分に理解し、正確に遂行す
るために臨床検査技師の役割も大きくなっている事をより強く感じました。
富士宮市立病院の渡邉さんより「PIVKA－Ⅱ院内導入に向けた基礎検討」について
講演がありました。PIVKA－Ⅱの導入に至る経緯と基礎情報、また AFP との乖離を
示した症例なども踏まえて講演いただき、今後導入を検討している施設にとって大変
参考になりました。
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自然災害による共済金等の支給申請手続き
このたびの台風 19 号では、各地に甚大な被害をもたらしました。
被害に遭われた方々へは、謹んでお見舞い申し上げますこととともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申
し上げます。
当会では自然災害による被災会員に対して、「災害共済金の支給及び会費減免に関する細則」によりそ
の措置を定めております。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

行っていただく必要があります。申請に当たっては、日臨技会員ページ「災害共済金の支給及び会費免
除に会する細則」を参照し、「災害時の届出用紙」は HP よりダウンロードして必要事項を記入し、所属の
支部長に提出をお願いします。

各支部長は以下の通りです。
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）

第 36 回
静岡県臨床検査精度管理調査報告会開催

12 月 8 日（日）9:30 から静岡県男女共同参画センター「あざれあ」にて「第 36 回 静岡県臨床検査精度
管理調査報告会」を開催いたします。

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！
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2019 年 11 月・12 月・2020 年 1 月の行事予定
2019 年
11 月
2 日（土）検査と健康展

：エスパルス・ドリームプラザ

2 日（土）2019 年度 第 1 回 染色体遺伝子部門研修会

：静岡赤十字病院

2 日（土）2019 年度 第 2 回 臨床一般部門研修会

：あざれあ

9 日（土）～10 日（日）
令和元年度 日臨技中部圏支部生物化学分析・染色体遺伝子合同研修会
16 日（土）令和元年度 第 2 回 生物化学分析部門研修会

：富山地鉄ビル

：静岡県立総合病院

23 日（土）令和元年度 日臨技中部圏支部 臨床微生物部門研修会

：JA あいちビル

24 日（日）減塩・低カロリープロジェクト 2019

：浜松市医師会館

24 日（日）ニューリーダー育成研修会

：あざれあ

27 日（水）第 2 回常務理事会および第 5 回理事会

：静臨技事務所

30 日（土）～12 月 1 日（日）

：ウィルあいち

検体採取指定講習会

12 月
8 日（日）第 36 回 静岡県臨床検査精度管理調査報告会

：あざれあ

14 日（土）～15 日（日） ベッドサイド実践講習会

：プラサヴェルデ

21 日（土）2019 年度 第 3 回 臨床生理部門研修会

：グランシップ

21 日（土）2019 年度 第 1 回 臨床微生物部門研修会

：浜松医科大学

2020 年
1月
11 日（土）～12 日（日）
2019 年度 日臨技中部圏支部臨床一般部門研修会
15 日（水）静岡県医師会臨床検査精度管理委員会

：金沢大学附属病院
：静岡県医師会仮事務所

18 日（土）～19 日（日）
2019 年度 日臨技中部圏支部 第 33 回生理検査研修会
26 日（土）2019 年度 初級・職能開発講習会

：三重県総合文化センター
：磐田市立総合病院

☆ 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。
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053-453-7111

8421

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：054-287-6337 FAX：054-287-4113 E-mail：samtjim@samt.or.jp
2019 年 10 月吉日

「新人対象 スタートアップ研修会」のお知らせ

今年も新人（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！
研修のねらい
1. プレゼンテーションの考え方や基本的な技術を学ぶ
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る
日 時 ： 令和 2 年 2 月 8 日（土）
場 所 ： 静岡県男女共同参画センター あざれあ
会 費 ： 5,000 円
参加者 ： 入職から 5 年目までの方 30～50 名
施設を超えた同世代の方と交流ができます。多くの方の参加をお持ちしています。
詳細は決まり次第お知らせします。
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