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第 9 回静岡県医学検査学会・定時総会 開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 6 月 12日(土)に 第 9回静岡県医学検査学会と令和 3年度一般社団法人静岡県臨床衛生検査

技師会定時総会が Web開催されました。今年度は初めての試みで完全 Web形式にて行われましたが、大き

な混乱も無く、無事終了することができました。 

午前中の定時総会では 1～3 号議案について承認されました。令和 3 年度永年表彰については対象者が

46名の方々でした。 

午後の学会では「変革～臨床検査技師として求められること～」をテーマに一般演題 8題と日臨技副会

長の丸田秀夫先生によるタスク・シフト／シェアについての教育講演でした。タスク・シフト/シェアに向

けての意識改革と業務拡大に向けてやるべきことを教えて頂きました。臨床検査技師の将来に向けて非常

に有意義な講演でした。 

演者・座長の皆様お疲れ様でした。また、参加者ならびに関係者の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。 

 

 

◆  第 9 回静岡県医学検査学会・定時総会 開催 

◆  研修会終了報告 

◆  学術部より「Web 型研修会の参加定員について」 

◆ 会員投稿 

◆ 臨床検査関連研修会・講習会 

◆ 行事予定 

◆ 会員の異動 
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PC 画面の齋藤晴義会計部長  

   静臨技事務所での実際の様子 坂根潤一事務局長（中央） 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 武藤淳理事 大石和伸会長 

演者 簾野真実さん 

聖隷三方原病院 

演者 永谷大輔さん 

静岡県立静岡がんセンターSRL検査室      

演者 鈴木駿輔さん 

静岡県立総合病院 

演者 柴田竜也さん 

静岡県立総合病院 

座長 久留島幸路理事 (右) 

座長 鈴木篤常務理事 (左) 
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静臨技事務所での実際の様子  

学会司会 廣野裕章監事（左端） 

演者 落合彩貴さん 

三島中央病院 

演者 中山雄太さん 

JA静岡厚生連遠州病院 

座長 武藤淳理事 (右) 

座長 齋田英之理事 (左) 

教育講演 講師 

丸田秀夫先生 

 

教育講演 座長  

   髙林保行学会長 
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【書面意見】 

 

第１号議案   薗田 明広 様 ＜静岡県立総合病院 ﾘｻｰﾁｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ臨床研究部＞  

賛成します。講習会の Web 開催ありがとうございます。会場へ出向かなくてい 

いところは大変なメリットで助かります。一般検査の講習会に参加しようと思っ 

たのですが、募集人数枠に入れず断念した経緯があります。諸事情があり増枠は 

容易ではないかもしれませんが、可能な限り最大限広げていただければ幸いです。 

また、１～２週間程度のWeb 配信をお願いできれば多くの講習会（県学会も）へ 

の参加が可能になり、大変嬉しく思います。理事の皆様にはご苦労をおかけしま 

すが、是非よろしくお願い致します。 

 

担当執行部   羽切学術部長 

ご意見ありがとうございます。現在実施させていただいております Web 型研修 

会の定員につきましては、状況に鑑み定数を増やすよう計画してまいります。ま 

た、オンデマンド配信につきましては、その有益性を理解した上で、セキュリテ 

ィー面や費用面等、慎重に検討していきたいと思います。今後とも、学術部門一 

同、会員の皆様に有益となる研修会を企画してまいりますので、どうぞ宜しくお 

願いいたします。 

 

 

 

第 2 号議案   大城 登美子 様 ＜北斗わかば病院＞ 

         賛成します。役員の皆様の事業運営に感謝いたします。12 ページ（2）経常費 

用の管理費内の管理諸費が 100 万円以上増えた理由を教えてください。次年度（令 

和 3 年度）の予算では 15 万 6 千円の支出見積りで大丈夫なのですか？また、会 

議費が今年度減っています。理事会でも Web 会議を積極的に実施するとしていま 

すが、次年度予算で会議費支出を 110 万円計上しているのはなぜですか？ 

 

担当執行部   齋藤会計部長        

経常費用の管理費内の管理諸費が 100 万円以上増えた理由については、過去 3 年

間の静臨技ニュースやイベントポスターなどで使用したイラスト・ロゴに対する使

用料を一括してお支払した費用です。 

次年度（令和 3 年度）の予算では 15 万 6 千円の支出見積りで大丈夫かというご

意見につきましては、先の説明のとおり、過去の使用料金を単年度の支払として完

済いたしましたので例年通りの予算立てとしています。 

会議費については、昨年新型コロナ感染症拡大で静臨技イベントの中止を余儀な 

くされる状況となり、会議や打ち合わせが減少したことと Web 会議を取り入れたこ
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とにより費用減少となりました。今年度予算につきましてはイベントの開催が不明

確ではありますが、Web 会議を推進しながら例年通りの会議回数に加え、令和 4 年

静岡県で開催する「中部圏支部医学検査学会」と「臨床検査技師へのタスク・シフ

ト/シェアに関する指定講習会」に伴う会議増を考慮し予算を110万円としています。 

 

 

 

【その他の意見】 

 

意見      名倉 理教（なぐら おさのり）様＜浜松医科大学医学部附属病院 検査部＞ 

毎月発行されている静臨技ニュースをデジタル運用に変更し、その印刷費を研修

会の財源に充てる事は出来ないでしょうか？静臨技ニュースはホームページにも掲

載されており、メールにて会員に配信する事も可能かと思います。時代に合わせて

業務の効率化とコスト削減をご検討いただけると幸いです。 

 

担当執行部   髙林広報部長 

ご意見ありがとうございます。ホームページから閲覧出来る静臨技ニュースにつ

きましては、紙面と違い会報誌の重要項目である会員の異動部分を掲載していませ

ん。これは県内外の不特定多数の方が閲覧可能なことを考慮して個人情報を保護し

ている為です。現在ホームページを利用した電子化の導入を検討しています。仕様

の検討や費用計上などを計画的に行う必要がありますので、今年度は例年同様に発

行を続けさせていただきたいと考えていますので、ご理解いただきますようお願い

いたします。 

 

 

 

意見      杉澤 きよ美（すぎさわ きよみ）様 ＜沼津市立病院＞ 

コロナ禍での会務、大変なことと思います。お疲れ様です。ただ、今回、総会に

参加定数があり、それも 70 名⁈会員の参加がしにくい総会というのはあまり好まし

くないと思いますが、いかがですか？ 

 

原田 勉（はらだ つとむ）様 ＜沼津市立病院＞ 

会務お疲れ様です。参加希望でしたが、定員を超えたため参加できず、残念です。 

 

担当執行部   坂根事務局長 

現在、静臨技が契約している Web システムの参加上限人数を考慮して、定員を設

けさせて頂きました。結果、定員７０名を上回る総会出席希望者となり、参加でき
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なかった希望者には大変ご迷惑をおかけしました。今後は、理事内でしっかりと協

議し対応策を考えてまいります。 

 

 

 

意見      横山 ゆかり（よこやま ゆかり）様 ＜自衛隊富士病院＞ 

以前の様に議決権行使をWeb で可能にして頂くか、返信用の封筒を同封していた

だけると助かります。 

松本 真由紀（まつもと まゆき）様 ＜自衛隊富士病院＞ 

以前のように Web での採択があると助かります。もしくは封筒の同封をよろしく

お願いいたします。冊子に静臨技の住所の標記もありません。 

 

担当執行部   坂根事務局長 

静臨技では、これまでに電磁的方法による議決権行使を実施しておりません。返

信用封筒については、経費等も含め理事会で協議させていただきます。 

 

 

 

【激励・感謝のコメント】 

 

勝又 紀子（かつまた のりこ）様 ＜御殿場かいせい病院＞ 

コロナ禍に於いて、様々な事柄がままならない状況下に置かれている中での皆様

のご尽力に、心より感謝申し上げます。これからも、どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 

伊藤 喜章（いとう よしあき）様 ＜自宅会員＞  

がんばれ！！ 

 

榛葉 智之（しんば ともゆき）様 ＜公立森町病院＞ 

コロナ禍での県学会と総会の開催、執行部の皆様のご尽力によって出来た事、心

より感謝申し上げます。今後の活動もコロナに負けない静臨技として応援させて頂

きます。 

 

担当執行部   大石会長 

激励のお言葉、感謝申し上げます。新型コロナウイルス蔓延により、会員皆様の

ご施設も多くの苦労があることと思います。そうした中でも我々静臨技会員 1832

名は、日臨技、医師会、静岡県と協力・連携しあい、静岡に暮らす全ての方々が安
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心で安全な生活を遅れるように医療現場のスタッフとして、一丸となってサポート

していきたいと考えております。 

今後も静臨技の活動をご支援頂き、会員皆様からのご協力を頂きながら理事中心

に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 議長 原宜紀さん（JA 静岡厚生連清水厚生病院）左 

             平野亜希子さん（聖隷健康サポートセンターShizuoka）右 

 

 

 

 

【第 9 回静岡県医学検査学会への質問】 

 

鈴木 淑子（すずき としこ）様＜自宅会員＞ 

        いつもお世話になっています。 

       自宅会員ですが、今回、なぜ「第 9 回静岡県医学検査学会」の抄録集が自宅会員に

は配布されないのでしょうか？Web で見るようになっていますが、それなら全会員

Web でいいのでは。送料の問題でしょうか？？ 

       なんだか、差別されたようで残念です。できたら、何らかの形で回答して頂けると

助かります。 

 

担当執行部   髙林学会長 

ご意見ありがとうございます。第 9 回静岡県医学検査学会は Web 開催ということ

で当初は抄録も全て Web からダウンロードしていただくつもりでした。しかし、発

表者の手元や各施設に形として残すことも必要だと考え、基本 Web 抄録運用として、

紙面抄録は部数を少なくして印刷しました。不快な思いをさせてしまいましたが、ご

理解いただきますようお願いいたします。 
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研修会終了報告 

 

 

 

事業名 令和 3年度 第 1回 輸血細胞治療部門研修会 

開催日 令和 3 年 5 月 23 日（日） 

会 場 Ｗｅｂ会場 

参加人数 65 名 

内 容 輸血検査の基礎である、不規則抗体検査について大変分かりやすく講演してい

ただいた。内容は初級～中級者向けで多くの参加者の参考になったと思われる。

後半の認定輸血検査技師試験合格者のアドバイスも今年度受験者だけでなくこ

れから受験を考えている参加者にとっても貴重な講演であった。今回は初めて

のＷｅｂ研修会であったが、大きなトラブルも無く無事に開催することが出来

た。 

 

【アンケート回答】 
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【アンケート質問】 

・認定試験に関して興味深く拝聴しましたが、輸血認定試験対策講座的な講

習は今後行う予定はあるのでしょうか？ 

→認定試験対策講座は今のところ考えていませんが、今回のように合格者体

験談は該当者がいれば続けていこうと考えています。 

 

・研修会の最後の方にありました、抗原の正しい記載方法がよくわかりませ

んでした。 

→誤った記載方法：Ｆｙｂ（-）、Ｌｅａ（+）、Ｅ（-） 

正しい記載方法：Ｆｙ（ｂ-）、Ｌｅ（a+）、Ｅ- 

 

・不規則抗体同定問題で、①スクリーニングでの否定できない抗体の回答 ②

不規則抗体同定での可能性の高い抗体、否定できない抗体の回答 ③総合判定  

とありましたが、 ②の不規則抗体同定での否定できない抗体の回答で、抗 Dia

抗体を記載すると誤りという認識 で宜しいでしょうか？  

→今回のようにスクリーニング、同定、総合判定と別々に考えてそれぞれ回答

する際の「同定結果の回答」ではスクリーニングの結果を考慮せずＤｉａ抗体

は記載しないほうがよいかと思います。ただし、認定試験で実際にどれを正解

としているかは不明です。また、このあたりの問題は受験者の受け取り方で正

解が変わってしまうので、問題文に注意書きとして考え方が書いてある場合も

ありますので、問題文をよく読み、なにを問われているか考えることも必要で

す。スクリーニングと同定表から、総合判定のみを回答する場合は今回の例で

の Dia抗体は消去してよいかと思います。 

 

学術部より「Web型研修会の参加定員について」 

 

 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。 

 現在、Web型研修会が各学術部門によって開催されておりますが、募集定員に限りがあり、

会員の皆様にはご迷惑をおかけしております。 

 このたび静臨技では、現状に鑑み、静臨技 Web会議システム（Cisco Webex）の視聴定員を

MAX80名から MAX180名に増員いたしました！ 

 つきましては、7月以降に開催される Web型研修会の募集定員を増員いたしますので、多く

の会員の皆様の研修会へのご参加をお待ちいたします。 

 今後とも、学術部門の活動にご理解とご協力を宜しくお願いいたします。 

学術部長  羽切 政仁 
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会員投稿 

 

 

 

コロナ禍で感じたこと 

匿名希望 

 

あなたの趣味は何ですか？ 

私の趣味は音楽や映画鑑賞、飲み歩き、海外旅行、珍スポット巡りなど… 

同じ嗜好の友人にも恵まれ、20 代は趣味と友人によって生かされているといっても過言ではない時間を

過ごしてきました。 

しかし、昨年の春に到来したコロナ禍によって世界の日常は大きく変わってしまいました。ライブなど

のイベントは悉く開催中止、飲み歩きは自粛、勿論海外旅行なんて到底行けるわけがありません。自宅で

今まで以上に多くのジャンルの音楽や映画鑑賞をしたり、宅飲みをしてみたり…とコロナ禍でも趣味を楽

しむ努力はしてみました。しかし、生き甲斐ともいえる海外旅行に行けないことでどうしても心満たされ

ず悶々とした日々を過ごしていました。 

そんな状況を打破すべく私は何か新しいことを始めようと思い立ちました。そして数年前に父からエレ

キベースと教本を譲ってもらったことが頭に浮かび、年明けに早速エレキベースをメンテナンスに出し、

レッスンに通うことにしました。学生時代はずっと音楽系の部活に所属し、また周囲の人からの「ベース

は弦が 4本だから簡単だよ」という言葉ですぐに弾けるようになれるのかと思っていました。 

ところがどっこい、まずは楽器を構えることから難儀しました。指やピックを使って均等なリズムで音

を鳴らすことは非常に難しく、コードを覚え TAB譜というものを読めるようならなければならないなど、

想像していた何百倍も大変でした。 

しかし、出来るだけ毎日少しでもベースに触れ、月数回のレッスンに通い、少しずつ形になっていきま

した。先日やっとギターを弾ける友人とスタジオに行き、たどたどしいながらもあいみょんのマリーゴー

ルドを合わせることが出来ました。久々に誰かと音を合わせるのは緊張しましたがとてもわくわくして楽

しかったです。 

何かを新たに始めるということは大変だし年を経るごとに腰が重くなりがちです。ですがやってみない

とわからないことって想像を遥かに超えるほど沢山あるのです。私もベースを始めてから今では全てのベ

ーシストが尊い存在に感じますし、これまでとは違った視点からも音楽を楽しめるようになりました。こ

れって何事においても同じですよね（検査業務においても）。人生は一度きり、これからもフットワークを

軽く色々なことにチャレンジしたいと思いました。 

最後にひと言。一刻も早くコロナが収束しますように。 
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

2021 年 6 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（7）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

7月 10日（土） 

14：30～17：00 

 

＜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 6月 1日～ 

2021年 6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 臨床生理部門 Web型研修会 

 

【テーマ】 

動脈硬化の指標となる検査を攻略しよう 

～ABI＆下肢動脈エコー～ 

 

【内 容】 

14：30 ～15：15 血圧脈波検査（基礎編） 

―ABIを中心に― 

講師：フクダ電子株式会社 血管予防営業所 

              栗栖 直裕 先生 

15：30～16：30 下肢動脈の見方 

講師：公益社団法人 有隣厚生会 富士病院 

              木下 龍男 先生 

16：30～    アンケート 

 

生活習慣が欧米化するのに伴い増加している虚血

性心疾患や脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの病気は

動脈硬化の影響により起こります。 

今回一般診療で動脈硬化の程度を知る手段として、

ABIと下肢動脈エコーについて、経験豊富な先生方

に症例を交えて講演して頂きます。 

動脈硬化の指標となる検査を攻略する良い機会と

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.（210001880） 

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
mailto:kensa-s@mishima.jcho.go.jp
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＜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 弓先生 

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＞ 

聖隷沼津病院 検査課 

金崎 悠 

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 

 

 

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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☆ 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 

 
 

   

２０２１年 

 

 ７月  

 １０日（土） 第 1 回臨床生理部門研修会       ：Web 開催 

      未定      第 1 回常務理事会・第 2 回理事会             ：Web 開催 

 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 

  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         

 

 

 

 

 

 

 

2021年 ７月・８月・９月の行事予定 


