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２０１５年２月２０日 発行

検体採取に関する厚生労働省指定講習会に 

                参加して 

多治見市民病院 加藤千尋

 

平成 27 年 1 月 16 日・17 日に名古屋市立大学病院にて行われた講習会には、中部地区では初の講習会

とあって、300人程の検査技師が参加しました。 

1 日目は皮膚表在・糞便検査における検体採取、2 日目はインフルエンザ等における検体検査、味覚検

査、嗅覚検査の講義を聞きました。皮膚、鼻腔・口腔、咽頭、肛門など各部位の解剖学的知識から始ま

り、検体検査を行うにあたっての注意点、疾患別の検体採取の方法を学習しました。また、検体採取の

シミュレーションでは、実際に隣の席の人とペアになり舌圧子と綿棒を使用して咽頭検査を行いました。

講義を聞いていても、いざ実技をするとなるとためらいがありましたが、講師の先生が壇上で実演しな

がら指導していただいたのでスムーズに行うことができました。 

受講者の中には講習を受けてから順次、病院での検体採取業務を行うという方もいて先生への質問も

採取方法についての具体的な内容が多かったように思います。 

今回の法改正により、臨床検査技師の行える業務の幅が広がることになりました。この講習会で得た

知識を病院に持ち帰り、臨床の現場で責任を持って実施していきたいと思います。 

もうすぐ開催！！

【第53回岐阜県医学検査学会】

日時：平成 27年 3 月 22 日（日）8 時 40 分受付開始 9時 20 分開催 

場所：大垣情報工房 5階スインクホール 

参加費：会員（賛助会員）1000 円 非会員 2000 円 

日臨技生涯教育 【専門 20 点】 

糖尿病療養指導士 医療職研修＜第Ⅰ群＞【 1単位】 

※詳しくは各施設に配布した参加申し込み案内をご覧下さい。 
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いよいよ年度末！今年度の締めくくりに
各部門の研修会にご参加ください！

 

＜第 5 回輸血・細胞治療部門研修会＞ 
 ３月７日

(土)
時 間：14：00 ～ 17：30 

場 所：岐阜市民病院 中会議室 

 「輸血検査のケーススタディ」 

講師：岐阜県立多治見病院  

輸血部 八木 良仁 
 
 

 

＜第 4 回生物化学分析部門研修会＞ 

３月１４日
(土)

時 間：14：00 ～ 17：00 

場 所：岐阜中央病院 5階会議室 

 精度管理報告会  

・臨床化学検査部門 関中央病院   佐藤 恵彦 技師  

・免疫血清検査部門 東濃厚生病院  武藤 延秋 技師  

講演「共用基準範囲」について 

講師：安城更生病院 臨床検査技術科  岡田 元 先生 
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＜第 5 回臨床微生物部門研修会＞ 
３月２８日

(土)

時 間：14：00 ～ 16：00 

場 所：岐阜大学医学部附属病院 1階 多目的ホール 

「LAMP法の原理、特徴および臨床への応用 ～結核菌群検出への応用を中心に～」  

講師：栄研化学株式会社 マーケティング推進室 三部四課  上野 潤二 先生  

 「平成 26年度 臨床微生物部門 精度管理報告会」 

講師：株式会社 メディック 長島 敏之 先生 
 

 

＜第 4 回臨床生理部門研修会 ＞ 

３月２１日
(土)
時 間：13：50 ～ 16：30 

場 所：東海中央病院 ３階大会議室 

平成 26年度 岐臨技フォトサーベイ総括  

『ちょっと変わった？心電図 - case study - 』 

講師：東海中央病院 林 博之 技師 

 『専門医が教える 血管診療・手術における画像検査の役割（仮）』 

講師：岐阜大学医学部附属病院 心臓血管外科 講師  島袋 勝也 先生 
 

３月は、毎週土曜日は研修会の日！
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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。

先日Yahoo！のＰＲ欄に検査技師の人材バンクが掲載されていました。 
「臨床検査技師の好条件求人！」とか 
「必見！臨床検査技師のみなさん。転職して輝く自分に！」 
などのキャッチコピーが打ってありました。 
ほんの少し前までは看護師さんと薬剤師さんの転職サイトばかりでしたが、 
検査技師も人材バンクビジネスの対象になる時代になったんですね。 

臨床検査関連の学会案内 

第 51 回日本腹部救急医学会総会 
開催年月日： 2015.03.05（木）-6（金） 

代表者： 谷 徹（滋賀医科大学バイオメディカル・イノベーションセンター特任教授） 

会場： 京都市左京区  国立京都国際会館 

開催案内 URL： http://www.congre.co.jp/jsaem51/index.php 

備考： テーマ：基本に立ち戻って -出血と感染の制御- 

第 37回日本造血細胞移植学会総会 
開催年月日： 2015.03.05（木）-7（土） 

代表者： 小川 啓恭（兵庫医科大学教授） 

会場： 神戸市中央区  神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル 

開催案内 URL： http://jshct37.umin.jp/ 

備考： テーマ：もっと自由な発想で 

第 28 回日本自己血輸血学会学術総会 
開催年月日： 2015.03.06（金）-7（土） 

代表者： 野沢 雅彦（順天堂大学教授） 

会場： 東京都千代田区  都市センターホテル 

開催案内 URL： http://www.jsat.jp/jsat_web/meeting/28th_annual_meeting.pdf 

備考： テーマ：自己血輸血のさらなる推進を目指して 

第 120 回日本解剖学会総会・全国学術集会 
開催年月日： 2015.03.21（土祝）-23（月） 

代表者： 河田 光博（京都府立医科大学教授） 

会場： 神戸市中央区  神戸国際会議場・展示場 

開催案内URL：E-mail http://psj92-jaa120.umin.jp/      anat120@koto.kpu-m.ac.jp 

備考： 備考：第 92 回日本生理学会大会（会頭：岡村康司・大阪大学）と合同開催  

テーマ：からだのフロンティア ～知る・深める・極める 

第 84 回日本寄生虫学会大会 
開催年月日： 2015.03.21（土祝）-22（日） 

代表者： 小林 富美惠（杏林大学教授） 

会場： 三鷹市  杏林大学（三鷹キャンパス） 

開催案内URL：E-mail http://www.med-gakkai.org/jsp84/     devparasit@ks.kyorin-u.ac.jp 

第 26回日本心エコー図学会学術集会 
開催年月日： 2015.03.26（木）-28（土） 

代表者： 尾辻 豊（産業医科大学教授） 

会場： 北九州市小倉北区  北九州国際会議場 

開催案内 URL： http://26jse.org/ 

備考： テーマ：Bridging Echocardiography to Friends 

 


