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年頭にあたって 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

                                     会長   大石 和伸 

 

新年あけましておめでとうございます。年頭に当たり、ご挨拶申し上げます。 

会員の皆様におかれましては、晴れやかな新年を迎えられたこととお慶び申し上げ

ます。 

昨年は、静岡県にも新型コロナウイルス感染症が拡大し非常事態宣言が出されま

した。第六波の感染拡大が懸念されているなか、海外では、新たな変異をもったオ

ミクロン株が世界で猛威を振るい日本での感染も懸念されています。まだまだ、感

染の終息が不透明な中、3 回目のワクチン接種が始まろうとしています。昨年は、臨

床検査技師もワクチンの打ち手としてのワクチン接種基礎研修（座学）が日臨技の HP で開講され県内では

239 名（12 月 10 日現在）が終了されています。静岡県からの要請はまだないものの、今後のワクチン接種

に活躍する可能性があります。その際には受講を終了された皆様にはご協力をお願いいたします。 

一昨年、昨年と「検査と健康展」をはじめとする一般の方への検査技師を知っていただく事業は中止とな

りましたが、今年はぜひ開催できればと思っております。 

今年は、2024 年から開始される医師の働き方改革を進めるためのタスクシフト/タスクシェアに関する厚

生労働大臣指定講習会が開催されます。今年度は、講習会が 1 回開催されますが、来年度以降も講習会は継

続していきますのでご参加ください。また、10 月には、沼津市のプラサヴェルデで中部圏支部医学検査学

会（第 60 回）が開催されます。現在集合型での開催を前提に準備を進めています。会員の皆様には多くの

演題を登録していただき大いに盛り上げていただきたいと思います。 

最後になりますが、今年も変わらぬご理解とご支援をいただきますよう、お願いいたします。 

 

 

◆  年頭にあたって 

◆  新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて 

◆ 静岡県臨床衛生検査技師会技次期（令和 4、5年度）役員選出について 

◆ 会員投稿 

◆ 研修会終了報告 

◆ 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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令和 3年 12月 8日(金)に開催されました、中医協において、新型コロナウイルス感染症の検査に係

る保険収載価格の見直し案が了承されました。 

本件につきまして、厚生労働省ホームページに正式掲載されました。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html 

該当事項は 〇その他 PDF 総－6（PDF:684KB）です。 

 

厚生労働省ホームページ 中央社会保険医療協議会 総会（第 503 回）議事次第より 

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
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正会員各位   

                           令和 4 年 1 月吉日 

（一社）静臨技役員候補者選考委員会 

 

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 次期役員選出について 

 

役員候補者選考規程第 7 条により、令和 4、5 年度一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会役員（理

事）の立候補及び会員からの推薦受付を下記の要領で実施いたします。 

尚、届出書類は、静臨技ホームページからダウンロードするか、事務所へ請求してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静臨技発（学）第 27 号 

平成 19 年 8 月 13 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

１受付期間 令和 4年 2月 1日～3月 1日（届出書類必着） 

 

２届出書類 １）立候補の場合   立候補届  （様式２） 

      ２）候補者推薦の場合 候補者推薦届（様式１） 

 

３届出先  （各支部の役員候補者選考委員に委員長宛て書面で提出） 

 

【東部支部】◎杉澤 きよ美    沼津市立病院           TEL 055-924-5100       

〒410-0302      沼津市東椎路字春ノ木 550     FAX  055-920-3201 

勝又 隆子      富士宮市立病院           TEL 0544-27-3151 

〒418-0076      富士宮市錦町 3-1          FAX 0544-27-6154 

 

【中部地区】 豊田 次郎     岡本石井病院            TEL 054-627-5585 

〒425-0031      焼津市小川新町 5丁目 2-3       FAX 054-627-5586 

       中島 和浩    島田市立総合医療センター     TEL 0547-35-2111 

〒427-8502      島田市野田 1200-5           FAX 0547-36-9155 

 

【西部地区】〇清水 憲雄     磐田市立総合病院         TEL 0538-38-5000 

〒438-8550      磐田市大久保 512-3         FAX 0538-38-5047 

 梶間 弘美     袋井市立聖隷袋井市民病院     TEL 0538-41-2777 

〒437-0061      袋井市久能 2515-1           FAX 0538-41-2813 

        

 

                     以上 

       ◎は役員候補者選考委員会の委員長、○は副委員長となります。 

静岡県臨床衛生検査技師会 次期（令和 4、5年度）役員選出について 
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おうちグルメ 

 

匿名希望 

 

 

 少し前に私は料理教室に入会しました。 

コロナ禍になる前はカフェ巡りをすることが楽しみでしたが、おうち時間が増えて自分でも作れたらいいな

あと思うようになったのがきっかけです。 

とはいえ、普段ほとんど料理をしないので本当に通い続けられるか自信はありませんでした（笑）。 

入会したのは料理、パン、スイーツを作れるコース。 

料理の授業では、たった一回の授業で味噌汁も作れなかった私が魚を捌けるようになり…本当に感動しまし

た。 

その中でも、パン作りにハマっています！ 

単純な作業ですが意外と力が必要で、生地を作る過程がとても楽しいです。（出来上がりを決めるのはここ

といっても過言ではない） 

始める前はハードルの高いイメージのあったパンやスイーツも今ではおうちで作るまでになってしまいま

した！ 

最初の不安をよそにすぐにハマり楽しく通い続けています。 

最近は料理器具を少しずつ集めることと、美味しいごはんを作ることが楽しみです。 

料理ができるようになって、その結果レパートリーも増えましたが体重の方もしっかりと増えました！ 

来年の目標は体重を元に戻すことです。次はジムに入会しようと思っています！（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員投稿 
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研修会終了報告 

 

 

 

事業名 
令和 3 年度第 2 回臨床一般部門研修会 

（臨床一般部門フォトサーベイ報告会） 

開催日 2021年 12月 4日 

会 場 Web会場（Webex） 

参加人数 42 名（うち研修会後アンケート提出者 36 名） 

内 容 

 今回は 2021年 10月 1日～10月 31日に実施したフォトサーベイの報告会として、サー

ベイ問題の振り返りと総括を行いました。 

 フォトサーベイには 108名の方に参加いただき、関心の高さがうかがえました。 

 報告会では解答にバラツキがみられた問題に重きをおき、形態観察のポイントについて

解説を行いました。 

 フォトサーベイ・報告会参加者からは今後もフォトサーベイを継続して欲しいとの声も

挙がっておりました。 

 次年度以降もフォトサーベイを実施できるよう努めたいと思います。 

 

＜アンケート調査結果＞ 回答数：36件 

Ｑ1.一般検査経験年数           

1年未満 6人 

1年以上～3年未満 12人 

3年以上～5年未満 3人 

5年以上 15人 

 

Ｑ2.研修内容はいかがでしたか 

とてもわかりやすかった 12人 (33.3%) 

わかりやすかった 23人 (63.9%) 

普通 1人  (2.8%) 

難しかった 0人  (0%) 

 

Ｑ3.今後の希望する研修会内容 

・異型細胞・上皮細胞の鑑別 

・赤血球形態について（症例をふくむ） 

・穿刺液検査や髄液検査の細胞形態鑑別 

・緊急臨床検査士資格認定試験対策(筆記・実技) 

 

※ 今回実施したフォトサーベイの回答は静岡県臨床衛生検査技師会臨床一般部門 HPに

掲載しておりますので、ご参照下さい。 
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臨床検査関連研修会・講習会 

令和 3 年度 第 3 回 臨床生理部門 Web 型研修会 

 

 

行事コード【210014020】 

テーマ 
甲状腺・乳腺エコーをレベルアップしよう 

～臨床に伝わるレポートを書こう～ 

開催日時 2022年 1月 29日（土） 14時 30分 ～ 16時 15分 

会 場 Web 会場（Cisco Webex） 

内 容 

甲状腺・乳腺エコーをレベルアップしよう 

～臨床に伝わるレポートを書こう～ 

 

14：30～15：15 

甲状腺エコーを向上しませんか？（笑） 

講師：静岡県立こども病院 診断支援部 検査技術室 

主任  藤下 真澄 技師 

15：30～16：15 

めざせ乳腺エコーの達人！乳癌は何を考えどう検査するのか 

講師：静岡県立静岡がんセンター 生理検査科 

杉山 茜 技師 

 

備考 
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。 

申込・振込 
期間 

2022年 1月 6日(木) ～ 2022年 1月 20日(木) 

申込定員 180 名 

申込方法 

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、下記口座へ受講料の振り込みをお願いします。 

受講料の入金確認後、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。 

※ 振込期限後の入金はキャンセル扱いとさせて頂きますのでご了承下さい。 

受講料 会員 1,000円  賛助会員 1,000円  非会員 2,000円 

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 

問い合わせ先 
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 ヶ月以内にご連絡下さい。 

主 催 一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

 

生涯教育研修・一般教育研修課程：専門教科  20 点 

               

mailto:kensa-s@mishima.jcho.go.jp
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令和 3 年度 第 1 回 染色体遺伝子部門 Web 型研修会 

 

 

 

 

行事コード【210017427】 

テーマ 遺伝子検査におけるトピックス 

開催日時 2022 年 2 月 5 日（土） 14 時 00 分 ～ 16 時 30 分 

会 場 Web 会場（Cisco Webex） 

内 容 

 

 前回研修会のアンケートでも要望の多かった、現在の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の基礎知識及び、肺がんの遺伝子検査についてご講演いた

だきます。 

 ご興味をお持ちの方は是非ご参加ください。 

 

講演１「がんの分子生物学・遺伝子変異」(仮) 

静岡県立静岡がんセンター研究所 新規薬剤開発・評価事業部 

主任研究員  芹澤 昌邦 先生 

 

講演２「肺がん遺伝子検査の Up To Date」(仮) 

近畿大学 ゲノム医療センター 

白石 直樹 技師 

 

備考 
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。 

申込・振込 
期間 

2022 年 1 月 4 日 ～ 2022 年 1 月 28 日 

申込定員 80 名 

申込方法 

3) 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。 

4) 事前参加登録後、下記口座へ受講料の振り込みをお願いします。 

受講料の入金確認後、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。 

受講料 会員 1,000円  賛助会員 1,000円  非会員 2,000円 

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 

問い合わせ先 
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 

主 催 一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 

 

生涯教育研修・一般教育研修課程：専門教科  20 点 

                専門教科     点 
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第 21回 静岡血液フォ－ラム 
 

 

 

行事コード【210015784】 

 

 

 

テーマ 血液担当技師としてのレベルアップを図ろう！ 

開催日時 令和 4 年 2 月 6日（日） 10：00  ～  17：00 

会 場 Web 会場（Cisco Webex） 

内 容 

第 1 講演 『血算デ－タを正しく読み取ろう！ ～症例から学ぶ、血算デ－タ～』 

東京大学医学部附属病院 検査部  常名 政弘 技師 

 

第 2 講演 ランチョンセミナ－『仮：コロナ関連 血栓症について』 

積水メディカル株式会社 

 

第 3 講演 『形態学からせまる血液疾患の基礎と考え方 ～末梢血編～』 

NTT 東日本関東病院 臨床検査部  後藤 文彦 技師 

 

第 4 講演 『形態学からせまる血液疾患の基礎と考え方 ～骨髄編～』 

独協医科大学 臨床検査センタ－  新保 敬 技師  

申込・振込 

期間 2021年 12月 10日 ～ 2022年 1月 10日 

申込定員 180名 

申込方法 

5) 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。 

6) 非会員の方は問い合わせ先にご連絡ください。 

7) 事前参加登録後、下記口座へ受講料の振り込みをお願いします。 

受講料の入金確認後、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。 

受講料 
会員・賛助会員 5,000円    非会員 10,000円 

（製本テキスト代込み） 

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 

問い合わせ先 

研修会事務局  塩川 一樹（静岡市立清水病院 検査技術科） 

 Tel:054-336-111   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。 

主 催 一般社団法人  静岡県臨床衛生検査技師会 

生涯教育研修・一般教育研修課程：専門教科  20 点 

                専門教科     点 
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タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 

（実務担当：静岡県臨床衛生検査技師会） 

日  程 
令和 4年 2月 13日（日）      受付時間：09：45～10：15 

                               開始時間：10：15～18：15 

会  場 
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ 会議室 904・908・1002 

（ 静岡市駿河区東静岡 2-3-1    TEL：054-203-5710 ） 

 

 

目  標 

1. 臨床検査技師の責任及び業務の範囲を理解し、実施手順、禁忌事項、感染管理、医療安

全対策及びこれらの緊急時対応を理解し、適切に従事できる能力を身につける。 

2. 解剖並びに検査前の患者の状態・心理的配慮について理解し、検査を行う上で患者の状

況にあった説明ができる。 

3. 使用器具等についての基礎原理・構造・使用方法ならびに実施方法を理解し、適切な説

明ができる。 

募集人員 60名 

参加資格 臨床検査技師免許取得者 

受 講 料 
 会 員 15,000円、 

 非会員 40,000円（資料代含む）  ※ 申し込み後の受講料の返金は致しません 

申込締切 令和 4年 2月 3日（木） ※基礎講習を履修することで実技講習への参加申込が可能となります 

入金締切 令和 4年 2月 3日（木） ※振込票にて入金される場合は 1月 24日までとなります 

申込方法 日臨技ホームページの「指定講習会専用ページ」から申し込みください。 

問合せ先 

〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7   

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 担当 

TEL: 03-5767-5541（直通）  E-mail：task-shift2@jamt.or.jp 

 

厚労大臣 

告示指定 

 

●良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一

部を改正する法律附則 14条の研修（令和 3年 7月 9日厚生労働省告示第 274号） 

検体採取等の関連業務 省令 4項目 

●臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づ

き厚生労働大臣が指定する研修（令和 3年 7月 9日厚生労働省告示第 276号） 

政令追加 2行為 

●医政発 0709第 7号（令和 3年 7月 9日）臨床検査技師等に関する法律施行令の一部

を改正する政令等の公布について 

新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について 

省令追加 4項目 

mailto:task-shift2@jamt.or.jp
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注意事項 

1. 指定講習会の受講申し込みは「臨床検査技師タスクシフト/シェアの厚生労働大臣指定

講習会の案内」画面から「受講申込方法」の該当者欄を確認し「講習会に参加を申し込

む」をクリックして参加申し込みをして下さい。 

2. 指定講習会受講申し込みは、全てホームページ上で行いますので、必ず日臨技から届く

返信メールを確認し、必要な手続きを行って下さい。 

3. 指定講習会当日は、必ず受講票を各自印刷の上、写真を貼付しご持参ください。 

また、筆記用具、白衣（スクラブ）、マスクをご持参ください。 

4. 昼食は用意いたしませんので、各自ご用意いただくか近隣の施設をご利用ください。 

5. 指定講習会の講義順序や時間なども変更となる可能性があります。 

6. 感染対策より、当日朝の体温チェックならびに参加中のマスク着用にご協力ください。

また、健康チェックにより参加を見合わせて頂く場合がありますので、あらかじめご了

承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※時間割については開催会場毎に異なります。 

 

※基礎動画につきましては事前に会員専用ページよりご視聴下さい。 

 

3つのグループに分類し、ローテーションをして 
実技講習を受講していただきます。 

 

09：45～10：15   受 付 

 

10：15～10：45   開講式・オリエンテーション 

 

10：45～12：45   講 習（コンテンツ参照） 

 

12：45～13：45   移動・昼休み 

 

13：45～15：45   講 習（コンテンツ参照） 

 

15：45～16：05   移動・休憩 

 

16：05～18：05   講 習（コンテンツ参照） 

 

18：05～18：15   閉講式 

 

コンテンツ 1（計 120分）参加者（GroupＡ→GroupＣ→GroupＢ） 

 静脈路確保（採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液（ヘパリン加生理食塩水を含む）接

続する行為 

＜実技動画視聴 10 分十手技講習 65 分＞ 

 造影剤注入等（超音波検査に関連する行為として、静脈路を確保して造影剤を接続し、注

入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為） 

＜実技動画視聴 10 分十手技講習 15 分＞ 

 成分採血等（静脈路を確保し、成分採血のための装置を接続する行為、成分採血装置を操

作する行為、終了後に抜針及び止血する行為） 

＜実技動画視聴 20 分＞ 

 

コンテンツ 2（計 120分）参加者（GroupＢ→GroupＡ→GroupＣ） 

 皮下グルコース検査持続皮下グルコース検査（当該検査行うための機器の装着及び脱着を
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含む） 

＜実技動画視聴 10 分十手技講習 30 分＞ 

 吸引痰検査のために、経口、経鼻又は気管カニューレ内部から喀痰を吸引して採取する行

為 

＜実技動画視聴 10 分十手技講習 70 分＞ 

 

コンテンツ 3（計 120分）参加者（GroupＣ→GroupＢ→GroupＡ） 

 肛門機能直腸肛門機能検査（バルーン及びトランスデューサーの挿入（バルーンへの空気

の注入を含む）並びに抜去を含む。） 

＜実技動画視聴 10 分十手技講習 40 分＞ 

 内視鏡検体採取消化管内視鏡検査・治療において、医師の立会いの下、生検鉗子を用いて

消化管から組織検体を採取する行為 

＜実技動画視聴 10 分十手技講習 40 分＞ 

 誘発電位検等運動誘発電位検査・体性感覚誘発電位検査に係る電極（針電極を含む）の装

着及び脱着 

＜実技動画視聴 20 分＞ 

 

 

 

時間割 

 10：15 

  ～10：45 

 10：45 

   ～12：45 

 13：45 

  ～15：45 

 16：05 

  ～18：05 

開講式 

オリエンテーション 

GroupＡ 

(コンテンツ 1） 

GroupＡ 

(コンテンツ 2） 

GroupＡ 

(コンテンツ 3） 

GroupＢ 

(コンテンツ 2） 

GroupＢ 

(コンテンツ 3） 

GroupＢ 

(コンテンツ 1） 

GroupＣ 

(コンテンツ 3） 

GroupＣ 

(コンテンツ 1） 

GroupＣ 

(コンテンツ 2） 
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２０２２年 

 

  １月 

  ８日（土） 日臨技中部圏支部「臨床一般部門研修会」   ：Web 開催 

 １２日（水） 第 3 回静岡県臨床検査精度管理委員会   ：Web 開催 

 ２９日（土） 第 3 回臨床生理部門研修会         ：Web 開催 

      未定     令和 3 年度衛生検査所精度管理責任者等研修会（浜松市）：未定 

 

 

  ２月 

  ５日（土） 第１回染色体遺伝子部門研修会    ：Web 開催 

  ６日（日） 第 21 回静岡血液フォーラム    ：Web 開催 

 １３日（日）  ﾀｽｸ・ｼﾌﾄ/ｼｪｱに関する厚生労働大臣指定実技講習会  ：グランシップ 

   未定     第 5 回理事会      ：未定 

 

 

  ３月 

      未定 

 

 

 

 

 

☆ 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 

2022年 １月・２月・３月の行事予定 


