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Web 会議における大切な事

静臨技では、Web 会議システムを部門内会議や研修会に導入して活用します。Web 会議を実りあるもの
にするには準備や振る舞いなど理解しておくことが大切です。
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令和 2 年度静臨技学術部門長会議開催報告

(一社)静岡県臨床衛生検査技師会
学術部長
羽切 政仁

新型コロナウイルス感染の拡大により延期されていた令和 2 年度静臨技学術部門長会議が、
10 月 3 日
（土）
静岡県男女共同参画センターあざれあにて、無事開催されたことをご報告いたします。なお、開催にあた
っては、参加者へ 2 週間前からの健康管理をお願いするとともに、マスク着用の徹底、座席は間隔を空け
た指定制、会場の換気、使用マイク等の消毒など、感染防止には十分留意いたしました。
当日は、例年と同じく研修会の開催・終了申請の手続方法等を説明させていただいた後、今年は研修会
を企画される学術部門向けに作成した
「新型コロナウイルス警戒下における集合型研修実施ガイドライン」
の説明とともに、Web 型研修会開催の推進を学術部門の方々へお願いをさせていただき、特に Web 型研
修会については、たくさんの意見交換をすることができ、例年になく非常に有意義な会議となりました。
会員の皆様には、静臨技の研修会が開催されず大変ご迷惑をおかけしておりますが、今回の会議を皮切
りに、静臨技の研修会が稼働し始めますので、研修会の開催案内が届くのをどうか楽しみにお待ちくださ
い！
最後に、これから開催される研修会は、今までとは違う新しい形の研修会になっていきます。新しい形
の研修会は参加者となる皆様のご理解とご協力が必要になると思いますので、どうかよろしくお願いいた
します。
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学術部より「新しい形の研修会について」
(一社)静岡県臨床衛生検査技師会
学術部長
羽切 政仁

平素より、
（一社）静岡県臨床衛生検査技師会学術部門の活動に、ご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
今後開催される静臨技の研修会については、下記のように進めてまいりますので、会員の皆様にはご理
解とご協力をお願いいたします。
なお、Web 型研修会につきましては、実際の研修会に先立ち Web 型研修会作法講座「Webex での研修会の
受け方」を企画しましたので、まだ経験したことのない方、興味のある方はぜひご参加ください。
【集合型研修会について】
 集合型での開催可否は「静岡県新型コロナウイルス警戒レベル」で判断し、警戒レベルが４以上
の場合は原則中止とさせていただきます。
 講師および受講生は県内在住者に限定させていただきます。
 ソーシャルディスタンスに配慮して、参加人数は会場の収容人数の半分以下とさせていただきま
す。
 参加者には、研修会の 2 週間前からの健康チェックと行動制限へのご協力をお願いさせていただ
きます。
 参加者には、研修会当日の体温測定と参加時のマスク着用を義務化させていただきます。
 参加者には、研修会参加後 2 週間以内に COVID-19 の診断を受けた場合は、主催者へ報告するこ
とを義務化させていただきます。
 参加者の氏名・連絡先については、必要に応じて保健所等の行政機関に提供させていただきます。
その他、会場の換気や消毒などの感染防止策にご協力ください。
【Web 型研修会について】
 Web 型研修会は「Cisco Webex Meetings（Webex）
」を使用して実施いたします。
 Web 型研修会は事前予約制とさせていただき、受講定員はシステムの関係上 100 名までです。
 生涯教育点数付与については、研修会終了後のアンケートの提出をもって研修会への参加確認と
させていただき、点数を付与いたします。
 今年度に限り、主催者・参加者双方ともに Web 型研修会に不慣れなことを考慮して、Web 型研修
会の参加費は無料とさせていただきます。
 参加費無料の Web 型研修会の参加者は、静臨技会員限定とさせていただきます。
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会員投稿

社会人になって
匿名希望
学生から社会人になって半年たちました。新型コロナウイルスの影響で出社する時期が少し遅れたもの
の、こうして半年間、臨床検査技師として働くことができてうれしく思います。
社会人になってから自分の環境がものすごく変わりました。まず一つ目としては、住む場所です。元々
私は他県に住んでおり、静岡に住んだことがなかったため静岡の土地柄に慣れることができるか不安でし
た。しかしいざ住んでみると、とても住みやすい場所でした。道はアップダウンが少なく自転車で移動し
やすいし、お店は多くあるので外に出かけるのが楽しいです。最初の数ヶ月は、新型コロナウイルスの影
響で自宅にいる自粛期間がつづきました。その期間は外出するのが好きな私にとって少し辛かったです。
しかし段々と市内を出かけられるようになり、いまでは毎回新しい発見しながら楽しく散策しています。
知らない街を自転車に乗りながら、
散策するのは大人になってからなかなかなかったのでとても新鮮です。
これからの楽しみは趣味であるパン巡りや、カフェ巡りをすることです。市内にお店が多くあるようなの
でそれらを開拓していくのが目標です。
二つ目の変化としては、
新型コロナウイルスの影響で県外になかなか行けなくなってしまったことです。
学生の頃の友達に会いたくても、県外に出て自分がウイルスを病院に持ち込んでしまったらと考えると会
いに行くことができなかったです。旅行に行くのも趣味の一つであるので早く新型コロナウイルスが終息
してくれるのを願うばかりです。今は、SNS などで情報を収集する期間だと思って、また思いっきり旅行
できるときに備えておきたいと思います。
社会人になってまだまだ未熟者ですが、仕事もプライベートも充実できるようにこれから頑張っていき
たいです。日頃から様々なことを吸収し、成長していきたいですし、臨床検査技師として一人前になれる
よう努力していきます。
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会員投稿

部活動の思い出
匿名希望
私は小さいころから運動が好きなタイプではありませんでしたが、なぜか中学、高校そして大学でも運
動部に所属しました。自分でも不思議に思います。長い部活動人生の中で、最も大変だったけれど、最も
楽しかったのは大学時代に所属していた剣道部です。
私は中学でも剣道部に所属していましたが、強いわけでも真面目に稽古するわけでもなく、引退した際
は”もう一生剣道はしないだろうな”とさえ思いました。ところが、気が付けば大学で再び剣道部に入部し
ていました。先輩方の人柄の良さや、久し振りに見た剣道が格好よく見えたからです。
よく、部活動で身につくものとして礼儀や精神力、体力などが挙げられます。もちろん大学の剣道部で
は多くのことを教わり、それらも身についたと思います。しかし私が入部して良かったと思えるのは、そ
れらが身についたからと言うよりは、多くの思い出ができたからです。そして、その思い出は今の私の心
の支えになっています。普段の稽古はもちろん、大会で初めてメダルを取れたこと、試合で仲間に熱がこ
もった応援をしたこと、オフの日は旅行やキャンプをしたことなど、挙げきれないほどにたくさんの経験
をしました。また、楽しかったことだけでなく苦しかったこともありました。特に年に１度行われていた
合宿は、体力的にも精神的にも大変でした。しかし、”多少つらいことがあっても、合宿に比べれば”と、
今ではこの経験が自身の励みになっています。
仕事を始めてから当時の思い出を振り返る時間が増えた気がします。現在はコロナウイルスの影響もあ
り、当時の友人たちとの再会はなかなか難しいですが、思い出に支えられながらこれからも頑張っていこ
うと思います。
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臨床検査関連研修会・講習会(1)
2020 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。
2020 年（11）
（敬称略）

＜日 時＞
2020 年
11 月 14 日（土）
14：00～16：30

Web 型研修会作法講座
「Webex での研修会の受け方」
【テーマ】
Webex を体験してみよう！

＜主
催＞
一般社団法人 静岡県臨
床衛生検査技師会

＜会 場＞
Web 会場（Webex）
（受講するにはインタ
ーネットに接続できる
PC、タブレットまたは
スマートフォンが必要
になります。）

【内 容】
静臨技においても、いよいよ Web 型研修会が開催され
ます！
実際の Web 型研修会に参加する前に Webex を体験して
みませんか？
Web 型研修会に参加するにあたっての注意事項などを
11 月 14 日（土）に 3 回説明いたします。（講演内容は
同じです）

＜受講料＞
会員
無料
賛助会員
無料
（静臨技会員限定）

第 1 回講演：14：00～14：30 （定員 100 名）
第 2 回講演：15：00～15：30 （定員 100 名）
第 3 回講演：16：00～16：30 （定員 100 名）

＜参加方法＞
メールによる
事前予約

※事前予約方法
① 右記問合せ先に、希望する講演時間を明記してメー
ル申請。メール標題は「Web 作法講座受講希望」
でお願いします。
② メール受信後、簡単な受講資料を添付して、受講可
否をメール返信します。

＜申込締切＞
11 月 11 日（水）

6

＜問合せ先＞
聖隷沼津病院
羽切政仁
E-mail：
masato.hagiri
@sis.seirei.or.jp

臨床検査関連研修会・講習会(2)
2020 年度 第 1 回 臨床微生物部門研修会
＜日 時＞
2020 年
11 月 28 日（土）
14：00 ～ 15：30

＜会 場＞
Web 会場（Webex）
（受講するにはインタ
ーネットに接続できる
PC、タブレットまたは
スマートフォンが必要
になります。）

【テーマ】
新型コロナウイルス感染症に対する私たちの取り組み

【内 容】
新型コロナウイルス感染症に対して施設の状況や活動
を報告してもらい、情報共有の場となる研修会を予定
しています。
1.

「当院における新型コロナウイルス対策のタイムラ
イン（仮）」

2.

「コロナ対策で当院が取り組んできたこと（仮）」

3.

「当院における SARS-CoV-2 PCR 検査の品質保証
（仮）」

4.

「抗原定量検査を導入して（仮）」

静岡済生会総合病院 臨床検査科 石田和也

No.（200005399）
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
名倉 理教
浜松医科大学医学部
附属病院 検査部

静岡赤十字病院 検査部 黒山祥文
＜受講料＞
会員
無料
賛助会員
無料
（静臨技会員限定）

浜松医科大学医学部附属病院 検査部 太田悠介

TEL : 053-435-2786
Email :
rikyo@hama-med.ac.j
p

焼津市立総合病院 中央検査科 石原美弥子
＜参加方法＞
事前予約制
（定員 100 名）

※事前予約方法
③ 日臨技 Web サイトにて事前登録をおこなってく
ださい。
④ 事前登録後、事前登録の完了メールを下記問合せ
先にお送りください。折返し送り先のアドレスに
研修会の招待メールをお送りします。

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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２０２０年１１月・１２月 ２０２１年１月の行事予定

２０２０年
１１月
１４日（土）Web 型研修会作法講座「Webex での研修会の受け方」
２８日（土）令和 2 年度第 1 回臨床微生物部門研修会

：Web 開催
：Web 開催

５日（土）衛生検査所精度管理責任者研修会
１３日（日）令和 2 年度静岡県臨床検査精度管理調査報告会
（未 定）第 5 回理事会開催予定

：未定
：あざれあ
：集合型＋Web 開催

１２月

２０２１年
1月

☆ 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
〒419-0193 田方郡函南町平井 750 NTT 東日本伊豆病院 石井浩崇まで。
E-mail：osigoto@samt.or.jp
TEL：055-978-2320（内線）
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