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          平成 27 年 新年のご挨拶 
（一社）岐阜県臨床検査技師会

会長 兼子 徹

会員の皆様、賛助会員の皆様、あけましておめでとうございます。会長の兼子 徹です。平成 26年は

皆様にはどのような年でしたでしょうか？ 良い年でしたか？ 「ダメよ～」でした？ 

岐阜県臨床検査技師会は 4 月に新法人に移行し、一般社団法人（一社）岐阜県臨床検査技師会となり

ました。新法人になったからといって、特に変わったということもありませんが、移行の作業は結構大

変で、法人対応部長 鈴木敦さん、前庶務部長 西山紀郎さんに並々ならぬご尽力いただきました。あ

りがとうございました。お疲れ様でした。私も前会計部長としてちょっと頑張りました。 

その後、私は 6 月に会長に就任しましたが、それからでも（一社）岐臨技にはいろいろなことが起こ

っています。11月に「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講座」を開催しました。実際に検査説

明・相談を行うには、検査相談室を立ち上げなくてはならないこと、相談にあたる技師は検査全般の知

識がなくてはならず、相当勉強をしなくてはならないことなど、考えていたことが甘かったと思い知ら

されました。 

平成 27 年は新年早々から「検体採取指定講習会」が始まります。（一社）岐臨技の会員かどうかに係

らず、臨床検査技師免許を有する方は受講の義務がありますので、いずれ受講していただかなくてはな

らないのですが、すでに業務として検体採取を行っている方は早めの受講お願いします。 

11 月 11 日は臨床検査の日で、11 月は検査月間で、11 月に（一社）岐臨技主催で「検査と健康展」

を開催してほしいという日臨技の要望をいただいています。なんだか要望

が多いのですが、とはいえ平成27年には、そろそろお答えしないといけ

ないような気がしています。現在でさえ結構多いと思われる事業に、さら

に一つ加わることになると、会員・賛助会員の皆様には更なるご支援をい

ただかなくてはなりません。その節は、よろしくお願いします。 

さて、平成 27年はどのような年になるのでしょうね？ 未来のことは誰にも分かりませんが、皆様に

とって良い年となりますように、心よりお祈り申し上げます。 
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タクサンノ

オ知ラセ
今月は研修会情報が沢山あります！

要チェックですヨ ！

精度管理報告会のご案内

近日の部門研修会

【臨床血液部門】

【臨床一般部門】

平成 26 年 1 月 25日（日） 

時間：13：00～17：15（受付 12：30 より） 

場所：東海中央病院 3Ｆ大会議室（会員証を持参して下さい） 

 

日 時 ：平成 27 年 2 月 14 日（土） 

時 間 ：14：00 ～ 16：00 

場 所 ：高山赤十字病院 診療棟 3 階 第 1 会議室 

「平成 26 年度 岐阜県技師会精度管理報告（臨床血液）」 

講 師 ：岐北厚生病院  渡邊 宜典 技師 

「血液標本の見方 -細胞形態の基礎- 」 

講 師 ：岐阜市民病院 

   横山 裕子 技師 

第 4 回臨床一般部門研修会

日 時 ：平成 27 年 2 月 15 日（日）

時 間 ：10：00 ～ 12：00

場 所 ：可児とうのう病院 ２階 講義室

「精液と生殖医療技術～WHO ヒト精液検査法を中心に～」

講 義 ：藤田保健衛生大学病院 臨床検査部 古川 博先生

「平成 26 年度臨床一般検査部門 精度管理報告会」

講 師 ：土岐市立総合病院 検査部 加藤 雅子先生
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臨床検査関連の学会案内

(一社）日本病院協会 病院中堅職員育成研修(医療技術部門管理コース）

第 26 回日本臨床微生物学会総会・学術集会       テーマ：ミクロから考えるマクロの世界 

会期 ：2015 年 1 月 31 日（土）・2 月 1 日（日） 

会場：京王プラザホテル � 新宿駅西口から徒歩 5分 〒160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1   TEL：03-3344-0111（代表） 

総会長：岩田 敏 （慶應義塾大学医学部 感染症学教室 教授） 

副総会長：柳沢 英二 （株式会社ミロクメディカルラボラトリー） 

総会事務局：慶應義塾大学医学部 感染症学教室          〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 

運営事務局： 株式会社オフィステイクワン内            〒461-0004 名古屋市東区葵 3-12-7 

 TEL：052-930-6145／FAX：052-930-6146   E-mail：jscm2015@cs-oto.com

 

医療技術部門管理者においては、技術の向上による診療の質を担保するのはもちろんのこと、病院経営にも深く関

与していかなければならない。そのためには、部門・部署の管理にとどまらず、病院経営や組織の理解、医療安全、

管理職として人事・労務管理の理解も必要となる。これらを修得し、部門の質を高め病院経営の一端を担える人材

となるための研修である。  

 

医療技術部門管理（講習内容と講師）  

 

【院長が技術部門に期待すること】  

病院長が技術部門に期待すること／病院経営の要となる管理職像とは  

●末永 裕之 講師（小牧市民病院 院長）  

【各部門の経営戦略】  

（１）診療技術部門  

●飯村 秀樹 講師（筑波メディカルセンター病院 診療技術部長）  

（２）放射線部門  

●日下部 行宏 講師（聖隷浜松病院 事務局長）  

（３）臨床検査部門  

●横山 一紀 講師（済生会横浜市東部病院 臨床検査部 課長）  

【グループディスカッション ～ケーススタディ～】  

グループに分かれ、具体的な事例について討議を行う  

【グループディスカッション ～発表～】  

【技術部門における医療安全】  

管理職が押さえておくべき医療安全の知識／機器管理について／関連法規について／その他  

●井戸 靖司 講師（岐阜医療科学大学 教授）  

【病院組織の理解と病院経営】  

組織とは／マネジメントとは／病院理念の理解／ミッションとビジョン／病院経営に必要な指標の見方／経営分析  

●池田 隆一 講師（相澤病院 副院長、事務長）  

【管理職として心得ておきたい職場の人事・労務管理】  

人事・労務管理とは／人事・労務管理の基本／風通しの良い組織作り／人事評価制度／人材育成／各種ハラス

メント対策／就業規則／休職、退職  

●原口 博 講師（大森赤十字病院 事務副部長兼企画課長）  

●名川 健一 講師（立川中央病院 総務部長）  

日本病院会会員の方 30,000 円（税込）非会員の方 50,000 円（税込） 

 

 

日臨技のＨＰより申し込みができます 
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広報宣伝部では会員の方からの寄稿を募集しています！！

地区ごとのおすすめスポットなどありましたら岐臨技事務局までお寄せください。

細胞検査士養成所からのお知らせ

黒住医学研究振興財団からのお知らせ

平成 27 年度細胞検査士養成所 生徒募集 

 

公益財団法人 東京都保健医療公社 東京都がん検診センター（日本臨床細胞学会認定細胞検査士養成所）

より、平成 27 年度生徒募集のお知らせがありました。（詳しくは技臨技ＨＰをご覧下さい） 

 

お問い合わせ先 

岐臨技事務所 〒500-8384 岐阜市藪田南 3-5-10 コスタ岐阜県庁前 603 号室 

TEL:058-275-5596 

E-mail: giringi-office@giringi.jp 

「福見秀雄賞」・「小島三郎記念技術賞」推薦のお願い 

公益財団法人 黒住医学研究振興財団より、表題の 2賞の推薦依頼がありました。 

「福見秀雄賞」は、臨床検査・衛生検査領域に半生を捧げ、技術の開発、向上に努力し、かつ、後進の育成に貢献

のあった者に贈られる賞、「小島三郎記念技術賞」は臨床検査・衛生検査領域において優れた検査方法、術式の

考案改良を行い、検査技術の普及発展に功績のあった者に贈られる賞ということです。 

受賞できそうな方をご存じならば、推薦してみてはいかがでしょう。 

推薦用紙は以下のウェブページからダウンロードできます。 

http://www.kmf.or.jp/activity/guideline/index.html 

ただし、推薦する場合は、ご本人・所属施設長の了解をいただいてからお願いします。 

 

お問い合わせ先 

岐臨技事務所 〒500-8384 岐阜市藪田南 3-5-10 コスタ岐阜県庁前 603 号室 

TEL：058-275-5596   

E-mail:giringi-office@giringi.jp（詳しくは技臨技ＨＰをご覧下さい） 


