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新型コロナウイルス感染拡大による全国での蔓延防止対策および緊急事態宣言により、各医療機関では、

さらなる感染対策に取り組んでいる事と思われます。 

新型コロナウイルス感染症の発生や感染拡大を抑えるためには、一人ひとりが最新の知識を身につけて正し

く対策を行っていただくことが大切です。 

 

厚生労働省のホームページでは新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識（2021 年９月版）

を掲載しています。 

新型コロナウイルスの患者数や病原性、また検査や治療のほか、ワクチン接種に関する情報などが記載され

ております。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

是非とも参考にして頂き、新型コロナウイルス終息に向けて取り組みましょう‼ 

 

 

 

 

 

◆  新型コロナウイルス感染症の“いま” 

◆  会員投稿 

◆ 令和 3 年度静岡県臨床検査精度管理調査報告会のご連絡 
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新型コロナウイルス感染症の“いま” 

 

10月号の内容 
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新たなリフレッシュ法 

 

匿名希望 

 

新型コロナウイルスの大流行により、私生活が大きく変わりました。 

今まで当たり前のように出来ていた飲み会、旅行、買い物などが制限され、休日は自宅で過ごす時間が多

くなりました。 

しかし、ずっと家にいて過ごす時間は退屈で運動不足にも繋がると実感しました。そこで学生時代に通学

用に購入し、ほとんど使用していなかったスポーツ用自転車を利用して運動がてらサイクリングの趣味を始

めようと思いました。ところが、長年眠っていた自転車を倉庫から出してみると、まさかの両輪はパンク状

態。自転車ショップに持って行くとその修理に加えてブレーキパーツの交換も必要との事…！いやはや、か

なり多くの出費になりましたが無事に修理を終え、準備は完了しました。 

それからは毎週末自転車に乗ってサイクリングを楽しんでいます。始めた当初は体力がなく十分楽しむま

でには至っていませんでしたが、現在は体力もつき、自然の景色を眺めながら新たな趣味を楽しんでいます。 

また、話は変わりますが、最近新たに猫を飼い始めました。保護猫を頂いたのですが、初対面にも関わら

ず全く警戒心がなく本当に可愛いです。猫がいることで家にいる時間も癒され、疲れを忘れさせてくれます。

また、職場でも他部署のスタッフで猫を飼っている技師さんとの間で会話も弾み、本当に猫を飼って良かっ

たと感じています。 

コロナ禍になって制限されることが多い昨今ですが、リフレッシュに繋がることを考え積極的にチャレン

ジしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員投稿 
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令和３年度 静岡県臨床検査精度管理調査報告会のご連絡 

 

 平素より、静岡県臨床検査精度管理事業の活動に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、昨年度の調査報告会は、急遽 Web上での Live配

信という形式をとらせていただきました。結果、視聴可能数の関係から報告会への参加人数

を制限させていただいたことにより、参加を希望されていた方々には大変ご迷惑をおかけい

たしました。 

 今年度の調査報告会につきましては、昨年度の反省を元に、静臨技では初となる Web 上で

のオンデマンド形式による開催を計画しております。 

 申込や視聴方法などの詳細なご案内は、会報 11月号に掲載する予定ですが、準備が整いま

したら、先だって静臨技ホームページへと掲示いたしますのでご確認ください。また、精度

管理調査へ参加されたご施設にはメールによるお知らせもいたします。 

  今後とも、静岡県臨床検査精度管理事業の活動に、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 

 

小林クリエイトさんへ 

 ロシュ・ダイアグノスティックス（株） 広告 
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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                   2021 年(10）（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」の学びの場を

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(10）（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(11）（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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臨床検査関連研修会・講習会  
 

                                   2021 年(12）（敬称略） 

 

＜日 時＞ 

2021年 

12月 4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 10月 20日～ 

2021年 11月 22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  

臨床一般部門 Web型研修会 

 

【テーマ】 

臨床一般部門フォトサーベイ報告会 

 

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 10/1～10/31の期間で実施中です。 

 フォトサーベイの内容は、尿沈渣でよく認める成分を

出題していますが、改めて尿沈渣について振り返ってい

ただきたく、報告会を企画しました。 

 フォトサーベイにご回答いただいた方を対象に行う研

修会となりますので、フォトサーベイと報告会、併せて

是非ご参加下さい。 

 

14：00～15：20 

赤血球系解説 

     静岡県立総合病院   足立 華美 技師 

 白血球系・円柱系解説 

 聖隷沼津病院     金﨑 悠 技師 

 上皮系解説  

      静岡済生会総合病院 粟原 直子 技師 

15：30～16：30 

結晶系解説 

      静岡県立総合病院  北川 順子 技師 

異型細胞解説  

    静岡市立清水病院  佐藤 千紗子 技師 

 総評     

     磐田市立総合病院  川井 孝太 技師 

16：30～17：00 質疑応答 

 

＊フォトサーベイには下記 URL または QRコードから 

ご参加下さい。 

URL：https://forms.gle/Lot6wSkGxipW7dSX9  

 

No.（210011959） 

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。 

 

 

 

https://forms.gle/Lot6wSkGxipW7dSX9
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２０２１年 

  

１０月 

    ２日（土）   第 3 回理事会                   ：Web 開催 

 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 

   ～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) 

 

 

 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) 

 

 

 １２月 

  ４日（土） 第 2 回臨床一般部門研修会       ：Web 開催 

 １２日（日）～ 令和 3 年度静岡県臨床検査精度管理調査報告会     ：Web 開催(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ) 

 

 

 

 

2021年 10月・11月・12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 


