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7月の未曾有の豪雨による橋脚の崩壊や土石流災害、皆さまや皆さまのご家族は大丈夫だったでしょ

うか。この記事を書いている中も各地で集中豪雨や雹、落雷などの被害が聞こえてまいります。 

皆さまは、天変地異により被災した日臨技会員さまに日臨技より会費の減免制度があるのをご存じ

でしょうか？ 

静臨技ホームページにもお知らせという形で掲載させて頂きましたが、詳細をここでも紹介したい

と思います。 

まずは、日臨技からの通知を掲載いたします。 

 

被災会員 各位 

この度の自然災害被害により被災された会員の皆様に対して心からお見舞い申し上げます。 

さて、日臨技共済制度の 1つである【被災者会費減免制度】についてご案内致します。 

地震、台風、水害等の天災地変により経済的損失を被った会員を対象に、申請が認められる

と翌年度の会費が免除される制度です。 

【被災者会費減免制度】の申請は、会費減免申請書.pdfに必要事項を記入し、 

市町村が発行する「罹災証明書」を添えて日臨技事務局にご提出ください。 

共済制度委員会及び理事会で審議され、理事会の結果は書面にてご連絡致します。 

 

 

 

 

 

◆  被災者会費減免制度について 

◆  会員投稿 

◆  研修会終了報告 

◆ 研修会案内 

◆ 行事予定 

◆ 【周知】ワクチン接種 実技研修会のお問い合わせについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 1~2 

…… 3 

…… 4~5 

…… 6~11 

……12 

……13 

 

 

8月号の内容 

被災者会費減免制度について 

http://www.jamt.or.jp/news/asset/pdf/%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E6%B8%9B%E5%85%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.pdf
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静臨技 HPお知らせからリンクできますが、日臨技 HPの掲載場所を表示します。 

① 日臨技 HP 「日臨技共済制度」をクリックします。 

 

② 日臨技共済制度内の「被災者会費減免制度」をクリックします。 

 

③ 被災者会費減免制度の流れが表示されます。 

 

※日臨技共済制度には、被災者会費減免だけでは

なく、賠償責任共済をはじめ、感染症罹患共済金制

度（「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律」に定める 1 類から 5 類の感染症、

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染

症と日臨技が給付の対象とする感染症が対象とな

り、新型コロナウイルス感染も含まれています）や

研修参加中の普通障害共済、研修会等事前参加費

返金制度などがあります。 

ホームページをご一読下さい。 
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今年こそ優勝を 

 

匿名希望 

 

 

私は、プロ野球のチームの１つである阪神タイガースのファンで、虎党です。 

阪神は JFK という最強の中継ぎの勝利の方程式を完成させ岡田監督が率いた２００５年の優勝を最後に優

勝から遠ざかっています。 

しかし、今年は近年のドラフト戦略の成功と助っ人外国人選手の活躍と皆さんご存知のドラフト１位ルーキ

ー佐藤輝明選手と中野拓夢選手が１年目と思えない活躍もあり、現在首位を走っています（７月１４日現在）。 

今年は東京オリンピック２０２０があるので、北京オリンピックのあった２００８年の１３ゲーム差を大

逆転された悪夢が思い出されたり、毎年の夏以降の失速が頭をよぎったりします。 

また、先日の矢野監督の涙が象徴しているように、苦しい試合が続き、優勝のプレッシャーもありますが、

今年こそ、今年こそ優勝を願っています!! 

 

最後にひと言、新型コロナウイルス感染症が１日でも早く終息しますように!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員投稿 



4 

  

 

研修会終了報告 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 令和 3年度 第 1回生物化学分析部門研修会 

開催日 2021年 6月 26日（土） 

会 場 Web型研修会 

参加人数 55人 

内 容 

 

新型コロナウイルスの概要から各検査の特徴や、抗原検査を実施する上

で必要な知識を含め、詳細に解説していただいた。 

また講演の中でエビデンスの少ない PCR検査や抗原検査に対応するため

に参考となる情報や運用方法を提示していただけたので、自施設の状況

を踏まえて運用を構築していただきたい。 

 

●アンケートの結果 

1．研修会に関する理解度 

 

 

2．研修会の内容 

 

 

 



5 

  

研修会終了報告 

 

事業名 令和 3年度 第１回臨床生理部門研修会  

開催日 2021年 7月 10日（土） 

会 場 Web 型研修会 

参加人数  86 人 

内 容 前回に引き続き、令和３年度１回目の生理検査研修会も Web 型での研修会となりま

した。前半は ABI 検査、後半は下肢動脈エコー検査の２部構成で行われ、多くの方に参

加いただけました。 

ABI 検査ではフクダ電子（株）の栗栖先生により、基本的な動脈硬化の病態から ABI、

TBI、負荷ABI について、検査上の注意点や脈波波形・血圧グラフの見方、結果レポー

トの見方までかなり詳細な内容を分かりやすく講義していただきました。 

下肢動脈エコー検査では富士病院の木下先生により ASO の知識や、血管エコーでの

検査条件、様々な動画による症例やカテーテル治療前の注意点など、専門性が高いと感

じる下肢動脈エコーを、難しいものではなく身近なものと感じられるような講義をして

いただきました。 

 アンケートでは、気になっていた問題が解決できた、今後の業務に役立てることがで

きるという意見をはじめ、全体的に分かりやすく勉強になったという意見を多数いただ

きました。 

 

 

Web 型研修会はまだまだ不慣れであり、一部の配信状況に課題は残るものの、今回は

大きなトラブルはなく無事講演を終えることができました。 

受講を通して今後の業務に生かすことのできる貴重な講演だったと思います。 
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

2021 年 7 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。 

                                     2021 年(8）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

9月 4日（土） 

13：30～16：00 

 

＜会 場＞ 

Web会場 

（Cisco Webex） 

 

＜受講料＞ 

会員    1,000円 

賛助会員  1,000円 

非会員   2,000円 

 

＜申込定員＞ 

180名 

 

＜申込・振込期間＞ 

2021年 7月 21日～ 

2021年 8月 25日 

 

1) 日臨技 HP会員専用ページ

から事前参加登録。 

2) 事前参加登録後、右記口

座へ受講料の振り込み。 

入金確認後、領収書を添付した

Webex 招待メールを送信しま

す。 

※ 振込依頼人情報には会員番

号＋入力可能な文字数まで

の氏名の入力をお願いしま

す（例：123456 ｼｽﾞｵｶﾀﾛｳ） 

※ 振込後は返金対応できませ

んのでご注意ください。 

令和 3 年度 第 1 回  

臨床一般部門 Web 型研修会 

 

【テーマ】 

そら豆型の臓器と仲良くなろう!! 

～腎臓生理と腎疾患～ 

 

【内 容】 

13：30～14：10 

「DKDを中心に腎疾患について」 

アークレイマーケティング株式会社  

マーケティング本部 

学術推進チーム 名古屋 SSO   門田 弓 氏 

 

14：20～16：00 

「蛋白尿発生メカニズムとその考え方」 

KKR札幌医療センター  

臨床検査科  太田 惣 技師 

 

 何かと難解な臓器「腎臓」。生理機能はなかな

か理解が難しく、整理出来ない!!という方も多い

と思います。 

 今回は蛋白尿発生のメカニズムを中心とした腎

臓生理の基礎から、腎障害に至る過程について講

演頂きます。 

 改めて「腎臓」と向き合うよい機会になると思

いますので、是非ご参加ください。 

 

※ 開始時刻 5分前には Webex招待メール本文

中の「ミーティングに参加する」をクリッ

クして Web会場に入場してください。 

※ 入場時には、マイクをミュート、カメラを

オフでお願いします。 

 

No.（210005952） 

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＞ 

 金崎 悠 

（聖隷沼津病院） 

TEL：055-952-1023   

E-mail 

ｈ -kanezaki ＠ sis.seirei.or.jp 

※参加証明書の発行を希望

される方は、研修会終了後１

ヶ月以内にご連絡ください。 

 

＜振込先＞ 

静岡銀行 駅南支店 

普通 

口座番号 0966891 

「一般社団法人静岡県臨床

衛生検査技師会学術会計 

代表  加茂川暢彦」 

※振り込み手数料は各自で

ご負担願います。 
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                     2021 年(8）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

9月 11日（土） 

17：00～19：00 

 

＜会 場＞ 

Web会場 

（Cisco Webex） 

 

＜受講料＞ 

会員    1,000円 

賛助会員  1,000円 

非会員   2,000円 

 

＜申込定員＞ 

180名 

 

＜申込・振込期間＞ 

2021年 8月 2日～ 

2021年 9月 3日 

 

3) 日臨技 HP会員専用ページ

から事前参加登録。 

4) 事前参加登録後、右記口

座へ受講料の振り込み。 

入金確認後、領収書を添付した

Webex 招待メールを送信しま

す。 

※ 振込依頼人情報には会員番

号＋入力可能な文字数まで

の氏名の入力をお願いしま

す（例：123456 ｼｽﾞｵｶﾀﾛｳ） 

※ 振込後は返金対応できませ

んのでご注意ください。 

令和 3 年度 第 1 回   

染色体遺伝子部門+病理細胞部門合同

Web 型研修会 

 

【テーマ】 

がん遺伝子パネル検査について学ぼう 

【内 容】 

17：00 ～ 17：45 

「遺伝子パネル検査と家族性腫瘍（仮）」 

静岡県立静岡がんセンター   

ゲノム医療推進部遺伝カウンセリング室室長 

松林 宏行 先生 

18：00 ～ 18：30 

 「遺伝子パネル検査の基本と Foundation one / 

Foundation one Liquidについて（仮）」 

中外製薬株式会社   

ファウンデーションメディシン事業推進部 

プレシジョンメディシン推進 1G 

松本 大希 氏 

 

病理検査・遺伝子検査におけるトピックスである

遺伝子パネル検査ですが、なかなか勉強の機会が

ない方も多いかと思われます。 

 今回はがん遺伝子パネル検査の基礎や関連する

家族性腫瘍についてご講演をいただきます。 

 遺伝子パネル検査について知る良い機会になる

かと思いますので、ぜひご参加ください。 

 

 

※ 開始時刻 5分前には Webex招待メール本文

中の「ミーティングに参加する」をクリッ

クして Web会場に入場してください。 

※ 入場時には、マイクをミュート、カメラを

オフでお願いします。 

 

No.（210007448） 

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＞ 

染色体・遺伝子部門    

部門長 阿部将人 

（静岡県立静岡がんセンター） 

TEL：055-959-5222   

E-mail 

m.abe@scchr.jp 

※参加証明書の発行を希望

される方は、研修会終了後１

ヶ月以内にご連絡ください。 

 

＜振込先＞ 

静岡銀行 駅南支店 

普通 

口座番号 0966971 

「一般社団法人静岡県臨床

衛生検査技師会学術会計 

代表  加茂川暢彦」 

※振り込み手数料は各自で

ご負担願います。 

 

 

mailto:m.abe@scchr.jp
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                   2021 年(8）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

9月 11日（土） 

14：00～16：00 

 

＜会 場＞ 

Web会場 

（Cisco Webex） 

 

＜受講料＞ 

会員    1,000円 

賛助会員  1,000円 

非会員   2,000円 

 

＜申込定員＞ 

180名 

 

＜申込・振込期間＞ 

2021年 8月 1日～ 

2021年 8月 31日 

 

1)日臨技 HP会員専用ページ

から事前参加登録。 

2)事前参加登録後、右記口

座へ受講料の振り込み。 

入金確認後、領収書を添付した

Webex 招待メールを送信しま

す。 

※ 振込依頼人情報には会員番

号＋入力可能な文字数まで

の氏名の入力をお願いしま

す（例：123456 ｼｽﾞｵｶﾀﾛｳ） 

※ 振込後は返金対応できませ

んのでご注意ください。 

令和 3年度 第 1回  

臨床微生物部門研修会 Web型研修会 

 

【テーマ】 

微生物検査の基礎知識 Part Ⅰ 

 

【研究報告】 

「血液培養陽性検体における直接同定および耐性

遺伝子検出による抗菌薬変更状況」 

静岡市立清水病院 検査技術科   

池ヶ谷 佳寿子 技師 

 

【ベーシックレクチャー】 

「CLSIの変更点（仮）」 

ベックマン・コールター   

大野 保宏 氏 

 

【特別講演】 

「薬剤耐性菌 基本の「き」」 

愛知医科大学病院 感染制御部   

中村 明子 先生 

 

 

※ 開始時刻 5分前には Webex招待メール本文

中の「ミーティングに参加する」をクリッ

クして Web会場に入場してください。 

※ 入場時には、マイクをミュート、カメラを

オフでお願いします。 

 

 

 

No.（210007785） 

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＞ 

臨床微生物部門    

部門長 名倉理教 

(浜松医科大学医学部附属病院） 

TEL：053-435-2786   

E-mail 

rikyo@hama-med.ac.jp 

※参加証明書の発行を希望

される方は、研修会終了後１

ヶ月以内にご連絡ください。 

 

＜振込先＞ 

静岡銀行 駅南支店 

普通 

口座番号 0966937 

「一般社団法人静岡県臨床

衛生検査技師会学術会計代

表  加茂川暢彦」 

※振り込み手数料は各自で

ご負担願います。 

 

 

mailto:rikyo@hama-med.ac.jp
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                   2021 年(8）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

9月 18日（土） 

14：00～17：00 

 

＜会 場＞ 

Web会場 

（Cisco Webex） 

 

＜受講料＞ 

会員    1,000円 

賛助会員  1,000円 

非会員   2,000円 

 

＜申込定員＞ 

180名 

 

＜申込・振込期間＞ 

2021年 8月 16日～ 

2021年 9月 10日 

 

1)日臨技 HP会員専用ページ

から事前参加登録。 

2)事前参加登録後、右記口

座へ受講料の振り込み。 

入金確認後、領収書を添付した

Webex 招待メールを送信しま

す。 

※ 振込依頼人情報には会員番

号＋入力可能な文字数まで

の氏名の入力をお願いしま

す（例：123456 ｼｽﾞｵｶﾀﾛｳ） 

※ 振込後は返金対応できませ

んのでご注意ください。 

令和 3 年度 第 1 回  

臨床血液部門 Web 型研修会 

 

【テーマ】 

まずは血算からはじめよう！ 

【内 容】 

1. 2021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～ 

   浜松医療センター 臨床検査技術科    

渡邉 正博 技師 

 

2. 緊急検査としての血算からどう診断するか 

～実症例を交えて～ 

浜松医療センター 血液内科           

一戸 宏哉 先生 

 

今回は、まずは血算から始めよう！をテーマに血

算を軸とした講演をお話しいただきます。 

血算はどう読み解けばいいのか、臨床医はどこに

注目して診断を進めるのか、実際の患者データを

読み解く力に繋げましょう。これから血液検査に

携わる方や新人の方だけでなく、日当直でしか携

わらない方、ベテラン技師も是非ご参加くださ

い。 

 

※ 開始時刻 5分前には Webex招待メール本文

中の「ミーティングに参加する」をクリッ

クして Web会場に入場してください。 

※ 入場時には、マイクをミュート、カメラを

オフでお願いします。 

 

 

 

No.（210007796） 

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    

副部門長 塩川一樹 

（静岡市立清水病院） 

TEL：054-336-1111   

E-mail 

shizuoka_blood@yahoo.co.jp

※参加証明書の発行を希望

される方は、研修会終了後１

ヶ月以内にご連絡ください。 

 

＜振込先＞ 

静岡銀行 駅南支店 

普通 

口座番号 0966904 

「一般社団法人静岡県臨床

衛生検査技師会学術会計代

表  加茂川暢彦」 

※振り込み手数料は各自で

ご負担願います。 
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                   2021 年(8）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

10月 23日（土） 

14：00～17：15 

 

＜会 場＞ 

Web会場 

（Cisco Webex） 

 

＜受講料＞ 

会員    1,000円 

賛助会員  1,000円 

非会員   2,000円 

 

＜申込定員＞ 

180名 

 

＜申込込期間＞ 

2021年 9月 25日～年 10月 10日 

＜振込期間＞ 

2021年 9月 25日～年 10月 14日 

1)日臨技 HP会員専用ページ

から事前参加登録。 

2)事前参加登録後、右記口

座へ受講料の振り込み。 

入金確認後、領収書を添付した

Webex 招待メールを送信しま

す。 

※ 振込依頼人情報には会員番

号＋入力可能な文字数まで

の氏名の入力をお願いしま

す（例：123456 ｼｽﾞｵｶﾀﾛｳ） 

※ 振込後は返金対応できませ

んのでご注意ください。 

令和 3年度 第 2回 

 臨床生理部門 Web型研修会 

 

【テーマ】 

超音波検査士受験対策―基礎編― 

【内 容】 

14:00～16:00  超音波検査士受験基礎対策講義  

 

16:15～17:15    演題解説 

 

講師：富士フィルムヘルスケア 製品開発本部 

冨田 慶 氏 

 

 

超音波検査士受験対策の勉強会です。 

今年度超音波検査士受験を控えている方、必見で

す。 

また超音波検査の基礎を学びたい方も是非ご参加

下さい。 

 

 

※ 開始時刻 5分前には Webex招待メール本文

中の「ミーティングに参加する」をクリッ

クして Web会場に入場してください。 

※ 入場時には、マイクをミュート、カメラを

オフでお願いします。 

 

 

 

No.（210007695） 

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    

部門長 米山富江 

（JCHO三島総合病院） 

TEL：055-975-5632   

E-mail 

kensa-s@mishima.jcho.go.jp 

※参加証明書の発行を希望

される方は、研修会終了後１

ヶ月以内にご連絡ください。 

 

＜振込先＞ 

静岡銀行 駅南支店 

普通 

口座番号 0966915 

「一般社団法人静岡県臨床

衛生検査技師会学術会計代

表  加茂川暢彦」 

※振り込み手数料は各自で

ご負担願います。 

 

 

mailto:kensa-s@mishima.jcho.go.jp
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                   2021 年(8）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 11月 27日（土）～ 

2022年 1月 31日(月) 

 

＜会 場＞ 

Web会場 

（Cisco Webex） 

オンデマンド配信 

 

＜受講料＞ 

日臨技会員    1,000円 

 

＜申込定員＞ 

200名 

（申込状況により追加募集をします） 

 

＜申込・振込期間＞ 

2021年 8月 1日～ 

2021年 11月 19日 

 

1)日臨技 HP会員専用ページ

から事前参加登録をお願

いします。 

2)事前参加登録後、右記口

座へ受講料の振り込み。 

 

※ 振込依頼人情報には会員番

号＋入力可能な文字数まで

の氏名の入力をお願いしま

す（例：123456 ｼｽﾞｵｶﾀﾛｳ） 

※ 振込後は返金対応できませ

んのでご注意ください。 

令和 3年度  

日臨技中部圏支部「生物化学分析部門」研修会 

【テーマ】 

臨床化学、免疫化学の未来を見据えて 

～求められる検査技師を目指して～ 

【内 容】 

演題 1 

RCPC「検査データから病態を考える」-80代女性 

体重減少、右下肢痛-  

聖隷浜松病院 臨床検査科 医師 米川 修 先生 

演題 2 

『血液ガスの基礎』 

ラジオメータ株式会社 長谷川 剛 氏 

演題 3 

TSHのハーモナイゼーションについて  

-標準化の必要性と今後の課題-  

医療法人福甲会 やました甲状腺病院  

猪俣 啓子 先生 

演題 4 

JCCLS共用基準範囲について  

-院内導入事例から運用まで- 

静岡県立総合病院 検査部 久住 裕俊 技師 

演題 5 

免疫測定法の歴史と基礎および感染症検査の基礎 

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社  

江川 孝則 氏 

演題 6 

臨床化学・免疫化学、これから何をなすべきか 

浜松医科大学医学部 臨床検査医学講座 教授 

前川 真人 先生  

臨床化学、免疫化学に携わる技師に幅広く有用な

情報が提供できるような演題となっております。 

オンデマンド配信なので期間内であれば日臨技ホ

ームページからいつでも演題を見ることができま

す。集合型研修会には参加できなかった方も是非

この機会に参加して頂ければと思います。 

 

No.（210003343） 

専門－30点 

 

＜主  催＞ 

一般社団法人 日本 

臨床衛生検査技師会 

  中部圏支部 

 

＜研修会事務局＞   

〒420-8527  

静岡県静岡市葵区北安東 4 丁

目 27-1 

静岡県立総合病院 検査部 

村越 大輝 

Tel：054-247-6111（内線 8174）   

FAX：054-247-6186 

Email 

murakoshi.kensou.kensa 

@gmail.com 

 

＜振込先＞ 

静岡銀行 駅南支店 

普通 

口座番号 0966960 

「一般社団法人静岡県臨床

衛生検査技師会学術会計代

表  加茂川暢彦」 

※振り込み手数料は各自で

ご負担願います。 
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２０２１年 

 

 ８月 

 

 

 ９月 

  １日（水） 第 2 回静岡県臨床検査精度管理委員会  ：Web 開催 

  ４日（土） 第 1 回臨床一般部門研修会    ：Web 開催 

 １１日（土） 第 1 回臨床微生物部門研修会   ：Web 開催 

 １１日（土） 第 1 回染色体遺伝子・病理細胞部門合同研修会 ：Web 開催 

 １８日（土） 第 1 回臨床血液部門研修会    ：Web 開催 

     未定       第 3 回理事会                                ：Web 開催 

９月２５日（土）～１０月２４日（日） 

          第 59 回中部圏支部医学検査学会   ：Web 開催(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ) 

 

 

 １０月 

    ２３日（土） 第 2 回臨床生理部門研修会    ：Web 開催 

 

 

 

2021年 ８月・９月・10月の行事予定 

☆ 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）髙林保行まで。E-mail：kensa2.ken@shizuokakouseiren.jp 

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 

〒425-8505焼津市道原 1000 焼津市立総合病院 松浦裕まで。 

E-mail：osigoto@samt.or.jp          

TEL：054-623-3111 
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(一社)静岡県臨床衛生検査技師会 

事務局長  坂根 潤一 

 

平素より静臨技の活動にご理解とご協力ありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種基礎研修（座学）を修了された方々からの実技研修会のお問い合

わせが大変増えています。本実技研修会の事業は、静岡県からの要請・要望があって実現されます。今のと

ころ、行政側からの臨床検査技師へのワクチン接種打ち手の依頼は届いていない状況です。 

 

（周知事項） 

・ワクチン接種基礎研修修了者の情報は、定期に静岡県に報告しています。 

・ワクチン接種実技研修会は、必要と認められた場合のみ県または市町村主導で行われます。 

・実技研修会のお知らせは、基礎研修修了者 個人宛に県から直接メール連絡が届きます。 

 

ワクチン接種基礎研修修了者の皆様は、上記事項を再度ご理解いただき、行政からの連絡をお待ちください。

（添付も参考にしてください） 

今後とも静臨技の活動にご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【周知】ワクチン接種 実技研修会のお問い合わせについて 


