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臨床検査技師等に関する法律施行令、臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の交付(令

和 3年 3月 31日文部科学省高等教育局長、厚生労働省医政局長)並びに臨床検査技師養成所指導ガイドライ

ン(令和 3年 3月 31日、厚生労働省医政局長通知)が施行されました。 

今般の改正等に伴い、2022年 4月入学生から臨床検査技師養成施設等の教育内容が見直され、新たに臨地

実習の充実が図られ、臨地実習を行う場合は、臨地実習指導者講習会を受講した者が 1名以上設置された施

設で臨地実習を行うことが義務付けられました。 

このことから、日本臨床衛生検査技師会と日本臨床検査学教育協議会では「臨床検査技師臨地実習指導者

育成協議会」を発足し、臨床検査技師向け臨地実習指導者講習会を「臨地実習指導者講習会プログラム」に

基づき開催をしていくことになりました。それに先立ち、今後の「臨地実習指導者講習会」の運営に携わる

方を対象に中央講習会が開催されます。 

上記趣旨より、中央講習会に参加するために静臨技から坂根潤一事務局長（静岡県立こども病院）、石井

浩崇理事（NTT東日本伊豆病院）の 2名を選出し、今後ファシリテーターとして活動に取り掛かる予定です

ので報告いたします。 

 

 

 

◆ 「第 2 回・第 3 回臨地実習指導者講習会（中央講習会）」受講申請及び各都道府県推薦依頼について 

◆  世界アルツハイマー月間 

◆  一般部門フォトサーベイ実施のお知らせ・組織部からのお知らせ 

◆ 会員投稿 

◆ 研修会案内 

◆ 行事予定 

◆  会員の異動 
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「第 2 回・第 3 回臨地実習指導者講習会（中央講習会）」 

受講申請及び各都道府県推薦依頼について 

9月号の内容 
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 国際アルツハイマー病協会（ADI）は、世界保健機関（WHO）と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマ

ーデー」と制定し、この日を中心に認知症の啓蒙を実施しています。また、2012年から9月を「世界アルツ

ハイマー月間」と定め、様々な取り組みを行っています。  

認知症の人やその家族が地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるためには、認知症への社会の理解を

深め、地域共生社会を目指す中で、認知症があってもなくても、同じ社会の一員として地域をともに創っ

ていくことが必要です。このため、令和元年6月18日に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」において

も、世界アルツハイマーデー及び月間の機会を捉えて認知症に関する普及・啓発イベント（例･･･ビル等の

オレンジライトアップなど）を集中的に開催していくこととされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     世界アルツハイマー月間 
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 今回静臨技会員の尿沈渣スキル向上を目的とし、フォトサーベイを実施することといたしましたので下

記にご案内いたします。 

 フォトサーベイの内容は、尿沈渣でよく認める成分を出題していますので、新人の方からベテランの方

まで参加できる内容となっています。ご自身の目合わせとしてはもちろんのこと、ご施設での内部精度管

理、外部精度管理として多くの方にご活用いただければと思います。 

 なお本サーベイについては報告会を 12 月に計画しておりますので、そちらも是非ご参加下さい。 

 

                    記 

 

1. 参加方法： 下記ＵＲＬより設問に回答いただき、最後に送信ボタンを押して下さい。 

 https://forms.gle/Lot6wSkGxipW7dSX9 

 

2. 回答期間： 2021 年 10 月 1 日～2021 年 10 月 31 日 

 

3. 本サーベイに関する問い合せ先 

 臨床一般部門 部門長 金崎悠（聖隷沼津病院） 

 TEL 055-952-1023(直) 

 e-mail h-kanezaki@sis.seirei.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

｢令和３年度会員名簿配布｣と｢前年度会員名簿回収｣ 

並びに｢次年度の会員名簿配布｣について 

 

令和３年度会員名簿が完成いたしましたので、賛助会員・役員・施設・会員宛にお送りします。 

 

静臨技会員の個人情報保護の観点から、前年度名簿を回収しています。返却方法は、同封の返却用封筒に

施設名等がわかるよう明記の上、中北便もしくはご郵送いただきます様ご協力をお願いいたします。 

 

尚、個人会員様におかれましては必要な方に限り会員名簿を配布させて頂いています。次年度の名簿が必

要な個人会員様は、前年度名簿返送時に所定の書類を添えてくださるようお願いいたします。また、新たに

名簿が必要となる個人会員様は、静臨技事務所にお問い合わせをお願いいたします。 

 

ご不明な点等がございましたら、静臨技組織部 深澤までお問い合わせください。 

 

一般部門フォトサーベイ実施のお知らせ 

組織部からのお知らせ 

https://forms.gle/Lot6wSkGxipW7dSX9
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「私の癒し」と「オススメ」 

 

匿名希望 

 

 

皆さんは BTS（防弾少年団）を知っていますか？ 

ビルボード HOT100１位、グラミーでパフォーマンスなどテレビでもよく名前を耳にするようになりま

した。韓国のアイドルグループですが、最近は「Dynamite」「Butter」「Permission to Dance」と英語曲

が話題になり、日本の音楽番組出演やバラエティー番組でも曲が流れたりしているので“聴いたことがある”

と思っていただける方も多いのではないかと思います。 

私が BTSの ARMY（BTSファンの名称）になったのは５年前。子供から毎日のようにメンバー解説付き

で見せられた YouTube 動画がきっかけでした。メンバー７人全員が歌って踊り、ミュージカルのよう。そ

して面白いタイトル！「血・汗・涙」「ホルモン戦争」。ホルモン好物なのねと思えば歌詞にテストステロン

が出てきて、そっちなの⁉メンバーが作詞・作曲に関わっているため“なんだろうこの人達”とさらに興味が

わきました。「Spring Day」ではセウォル号で亡くなった同世代に思いを馳せていると言われ、「DOPE」で

は社会情勢（Ｎ放世代）、「Baepsae（Silver Spoon）」では富や機会の世代間ギャップ（階級制度）、また個

人名義（SUGA：Agust D）のミックステープでは自身の対人恐怖症やうつ病についてなどいわゆる“アイド

ル”らしからぬ曲なのです。日本オリジナル曲は落ち着いた曲が多いのですが、BTS の売りはカル群舞（シ

ンクロダンス）。メンバーによっては 3 パターンの呼び名（芸名、愛称、本名）があり、コンサートの掛け

声では前奏や間奏にメンバー全員の本名をフルネームで呼ぶため、必然的にすべて覚えることになります。 

そんなこんなで子供とコンサートやファンミーティング、授賞式に行くこと十数回。MV 並みの歌とダン

ス、メンバーの個性、様々な国から幅広い年代のARMY、とっても楽しめます。３年前にはコロナ渦の今と

なっては貴重な握手会で V（世界一のイケメン）、JIN（ワールドワイドハンサム）と握手をしてきました。

でも私の推しは SUGA と JIMIN なのでいつか握手できる日が来ることを願っています。２年前にはエコパ

スタジアム公演のため富士山静岡空港にチャーター機で来日。その頃には私の職場にも同期の ARMY がい

ることが発覚！最近はさらに増え、違う部署の方々や学生さんとのコミュニケーションにも一役買っていま

す。 

日本と韓国は歴史的な経緯もあり複雑な関係ですが、機会があればぜひ YouTubeで BTSのMVを観てく

ださい。Dance Practice動画も全員（全体）が映ってオススメです。 

他動画も観てみたい、メンバーが分かり始めた、あなたは立派なARMYです(^▽^)/ 

 

 

会員投稿 
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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(9）（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(9）（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(9）（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(9）（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(9）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

10月 16日（土） 

19：00～21：00 

 

＜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 9月 1日～ 

2021年 10月 8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  

病理細胞部門研修会 Web型研修会 

 

【テーマ】 

病理発！そこが知りたい！  

〜部門の垣根も越えちゃいましょう〜 

【講演 1】統計処理の極意  

第1回～導入(統計でできること)と基本統計量～ 

講師：天理医療大学 医療学部 臨床検査学科 

      中村 彰宏 先生 

【講演 2】ISO15189に適合した病理検査室の構築 

 ～受付業務から切出し業務を中心に～ 

 講師：静岡県立静岡がんセンター 病理診断科 

川崎 卓弥 技師 

【講演 3】当院における病理検体取り違え防止策 

講師：公立西知多総合病院 臨床検査科  

吉本 尚子 技師 
 

皆さん「統計」と聞いて、とっつきにくさ感じていませ

んか？ 

安心して下さい。学べますよ。 

今回から複数回、シリーズ化した「統計」の学び場をご

用意しました。 

全部門の臨床検査技師の皆さん！データシートや論文な

ど様々な場面で目にする「統計」を読み解く力を身につ

けませんか？ 

そして、病理細胞検査業務に関わる皆さん！ISOどうさ

れていますか？検体取り違えなどのインシデント・アク

シデントについてどう対応されていますか？ 

今回の研修会では、講師の先生方の実際のご経験をお話

しいただきます。 

皆さん、「現場のリアル」を感じてみませんか？ 

病理経験の浅い若手の方々も、経験の長いベテランの

方々も皆さま奮ってご参加ください。 

 

開催は… 19時だョ！全員集合！ 続きは研修会で！ 

 

※ 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.（210009798） 

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＞ 

病理細胞部門    

部門長 別所加央里 

(聖隷三方原病院） 

TEL：053-436-1251   

E-mail 

shizuringibyouri@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 0966959 

「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:shizuringibyouri@yahoo.co.jp
mailto:shizuringibyouri@yahoo.co.jp
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                   2021 年(9）（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


11 

  

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 

 

 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 

 １６日（土） 第 1 回病理細胞部門研修会     ：Web 開催 

 ２３日（土） 第 2 回臨床生理部門研修会     ：Web 開催 

  

 

１１月 

 ２７日（土）～２０２２年１月３１日（月） 

   日臨技中部圏支部「生物化学分析部門研修会」 ：Web 開催(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ) 

 

2021年 ９月・10月・11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 


