
平成 27 年度 一般社団法人岐阜県臨床検査技師会 

事業計画 

 

はじめに 

以下に、平成 27 年度一般社団法人岐阜県臨床検査技師会の事業計画を示します。い

ずれも、会員・賛助会員の皆様のご尽力なくしては、成し遂げられない事業です。平成

27年度も引き続きご支援の程、よろしくお願いいたします。 

 

【継続して行う事業】 

平成 26年度に行われたすべての事業は、平成 27年度にも実施の予定です。ただし、

事業によっては細かな内容や実施回数などが平成 26年度とは異なる場合があります。 

【期間を限定して行う事業】 

継続して行う事業のうち「検査説明・相談ができる検査技師育成講習会」事業は、平

成 26 年度から 3 年間同様の事業（講習会）を行う予定で、平成 27 年度が 2 年目とな

ります。 

【主体が変更となる事業】 

継続して行う事業のうち「新人サポート研修会」事業は、平成 26 年度までは学術部

の中の生物化学分析部門の事業として実施していましたが、平成 27 年度からは学術部

直轄の事業となります。 

【新規に行う事業】 

日本臨床衛生検査技師会から要請の続いている「検査と健康展」を事業として実施の

予定です。11 月の検査月間に合わせ、11 月もしくはその前後の週に開催したいと考え

ています。 

【廃止もしくは休止となる事業】 

廃止もしくは休止予定の事業は、今のところありません。 

 

事業内容の詳細は各部からの報告を参照してください。 

 

（一社）岐阜県臨床検査技師会 会長 

兼子 徹 



期間：平成27年4月1日～平成28年3月31日 2015/2/9 現在

１．各種学会

月　日 場　所　・　部門 演題名 施設名　・　会社名 氏　名 部　門 発表者数

平成27年5月16-17日 福岡国際会議場　マリンメッセ福岡 佐賀県技師会　担当

座　長 東海中央病院 日高　祐二 病理細胞

岐阜大学医学部附属病院 野久　謙 生理 4

岐阜大学医学部附属病院 牛丸　星子 一般

岐阜大学医学部附属病院 中山　麻美 微生物

シンポジウム 未定

講演 未定

平成27年9月26-27日 静岡県コンベンションアーツセンター 静岡県技師会　担当

シンポジウム 共用基準範囲について 東海中央病院 多和田　嘉明 精度管理

輸血細胞治療部門企画 輸血業務におけるチーム医療  「自己血輸血」 岐阜大学医学部附属病院 帖佐　光洋 輸血

座　長 未定

平成28年3月13日 岐阜医療科学大学 中濃地区　担当

座　長 未定

２．拡大研修会
研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 氏　名 部門 参加者数

平成27年6月14日 岐阜地区　担当
テーマ「日臨技の今後」

ふれあい福寿会館 検査説明等あらたな取組の先にあえるもの、それは？ 一般社団法人日本臨床検査技師会　医療対策
ＷＧ委員　メディカルスタッフ業務推進ＷＧ委員

奥田　勲　先生 臨床検査
総合

味覚・嗅覚について 岐阜大学医学部附属病院 伊藤　昌代　先生 生理

平成27年11月15日 中濃地区　担当 岐阜医療科学大学 テーマ「糖尿病」 生物化学

病理細胞

３．部門別研究班研修会

Ⅰ．生物化学分析部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 平成27年7月12日 岐阜医療科学大学 テ-マ：この検査結果は正解？それとも不正解？～生化学編～(仮） 未定

①採血、採血管による検査デ－タへの影響について 未定

②検査機器、試薬による検査デ－タへの影響について 未定

③精度管理（デ－タ管理）について 未定

④臨床医は、検査結果をどう診ている？ 未定

第2回研修会 平成27年11月8日 岐阜医療科学大学 テ-マ：この検査結果は正解？それとも不正解？～免疫編～(仮） 未定

①採血、採血管による検査デ－タへの影響について 未定

②検査機器、試薬による検査デ－タへの影響について 未定

③-1精度管理（デ－タ管理）について 未定

③-2免疫検査の非特異反応、ピットホ－ルについて 未定

④臨床医は、検査結果をどう診ている？ 未定

第3回研修会 平成28年3月12日 岐阜中央病院 精度管理報告会 未定
遺伝子検査に関する研修会 未定

合　計

Ⅱ．臨床生理部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 平成27年5月9日 未定 循環生理（心電図、心エコー、CAVI） 未定

第2回研修会 平成27年7月11日 未定 神経生理分野 未定

第3回研修会 平成27年9月12日 未定 エコー（腹部表在他エコー、サーベイ解説） 未定

第4回研修会 平成27年10月24日 未定 血管関連（血管エコー、サーベイ解説） 未定

第5回研修会 平成28年1月16日 未定 呼吸生理（サーベイ解説含む） 未定

第6回研修会 平成28年3月12日 未定 循環生理 （心電、心エコー、CAVI、サーベイ解説） 未定

合　計

　                                平成27年度　学術部事業計画（案）

臨床化学免疫血清検査　研究班研修会

秋季
拡大研修会

春季
拡大研修会

学会名

第64回日本医学検査学会

中部圏支部医学検査学会（第54回）

第54回岐阜県医学検査学会

生理検査　研究班研修会



Ⅲ．臨床一般部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 6月7日又は28日 13時30分～16時30分 岐阜大学医学部附属病院 初級者向け尿沈渣検査（講義と実習） 未定

第2回研修会 8月 14時～16時 未定 外部講師と県内講師による研修会 未定

第3回研修会 10月 14時～17時 東濃地区または西濃地区 第1回精度管理報告会と外部講師による研修会 未定

第4回研修会 3月 14時～16時 飛騨地区 第2回精度管理報告会と県内講師による研修会 未定

合　計

Ⅳ．臨床血液部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 6月 岐阜大学病院 血液細胞形態の基礎  末梢血液像、骨髄像の基礎的な講義と鏡検実習 部門長  副部門長

第2回研修会 7月 大垣市民病院予定 認定血液勉強会  昨年度受験した会員3名による報告

第3回研修会 8月 土岐研修会（土岐市立総合病院） 外部講師：リンパ腫の講義 豊橋市民病院 内田一豊　技師

各施設から持ち寄った症例の鏡検と検討会

第4回研修会 11月 大垣市民病院予定 凝固勉強会　　メーカーの講義：未定 未定

外部講師の講義 三重大学病院 下仮屋雄二　技師

第5回研修会 2月 高山赤十字病院 平成27年度　岐阜県技師会精度管理報告

血液疾患に関する講演 岐阜大学附属病院 鶴見　寿　先生　予定

合　計

Ⅴ．病理細胞部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 4月 １４～１７時 未定 未定

第2回研修会 ７月 １４～１７時 未定 未定

第3回研修会 １０月 １４～１７時 未定 精度管理報告

第4回研修会 １２月 １４～１７時 未定 未定

第5回研修会 ３月 １４～１７時 未定 未定

合　計

Ⅵ．臨床微生物部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 4～6月頃 未定 内容未定 未定

第2回研修会 7月 未定 二級臨床検査士受験予定者もしくは微生物検査初心者向けの実習 未定
第3回研修会 10月 未定 二級臨床検査士試験について（傾向と対策）　　外部講師による講演 未定

第4回研修会 12月 未定 認定臨床微生物検査技師試験について（傾向と対策）  外部講師による講演 未定

第5回研修会 2～3月 未定 平成27年度岐阜県技師会精度管理報告会 未定

合　計

Ⅶ．輸血細胞治療部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 4月～9月 西濃・飛騨・東濃・中濃地区 基礎的内容の研修会実施 未定

第2回研修会 4月～9月 西濃・飛騨・東濃・中濃地区 基礎的内容の研修会実施 未定

第3回研修会 4月～9月 西濃・飛騨・東濃・中濃地区 基礎的内容の研修会実施 未定

第4回研修会 4月～9月 西濃・飛騨・東濃・中濃地区 基礎的内容の研修会実施 未定

第5回研修会 11月 岐阜市 血液ｾﾝﾀｰからの話題提供とｻｰﾍﾞｲ報告　研修会 未定

第6回研修会 3月 岐阜地区 症例検討＆臨床医の講演　または　ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 未定

合　計

Ⅷ．遺伝子部門

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

第1回研修会 未定 未定 遺伝子部門の単独研修会は困難ですので、他部門との合同研修会で開催する 未定

合　計

微生物・公衆衛生　研究班

一般検査　研究班研修会

血液検査　研究班研修会

病理検査　研究班　・　細胞検査　研究班　合同研修会

輸血検査　研究班

遺伝子　研究班



Ⅸ．臨床検査総合部門　（採血、医療情報、チーム医療、公衆衛生等を含む）

研修会名 月　日 時　間 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

臨床検査総合部門の単独研修会は困難ですので、他部門との合同研修会で開催する

第1回研修会 平成27年5月24日 岐阜医療科学大学 新人サポート研修会  「技師会とは」 未定

第2回研修会 平成27年6月14日 ふれあい福寿会館 春季拡大研修会　「これからの臨床検査技師がめざすもの」 一般社団法人日本臨床検査技師会　医療対策
ＷＧ委員 メディカルスタッフ業務推進ＷＧ委員

奥田　勲　先生

第3回研修会 平成27年6月20日・21日 岐阜大学医学部附属病院　多目的ホール平成27年度　検査説明相談のできる臨床検査技師育成講習会

合　計

４．岐臨技　新人サポート研修会

月　日 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

平成27年5月24日 岐阜医療科学大学

5．岐臨技　検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画（日臨技依頼）

月　日 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

平成27年6月20-21日 岐阜大学医学部附属病院　多目的ホール

６．日臨技委託事業

月　日 場　所 研修内容 施設名　・　会社名 講　師 点数 参加者

平成27年　日程未定 富山県担当 日臨技伝達講習会or中部圏支部輸血検査研究班研修会（中部6県対象）　募集60名程度 を 未定

７．後援・その他

月　日 場　所 担当病院 点数 参加者

未定 未定
未定 未定

８．平成27年度日臨技　功労賞・学術奨励賞

部　門 氏　名 表彰名

９．平成27年度「医学検査」投稿論文

部　門 氏　名 号数

10．平成27年度「医学検査」投稿　岐臨技推薦論文

部　門 氏　名

11．岐阜県臨床検査技師会会誌

部　門 氏　名

◆　生涯教育参加登録について　◆

現在、学術部にて日臨技生涯教育の参加登録をしていますが、年度締め切りは3月末です。　個人にて2月末までに内容・点数を確認して下さい。登録漏れ等がありましたら、岐臨技事務所までご連絡下さい
（自己申告による登録参加の注意点）

新人サポート研修会

年１回　開催

岐阜県合同輸血療法委員会主催の実技研修会への協力　　来年度も厚生労働省の研究費予算が獲得できれば，開催予定　　人材面等で協力

未定

演題名

病院名 演題名

演題名

病院名

病院名

未定

未定

未定

病院名 演題名

第31回岐阜県病院協会医学会

内　容

市立恵那病院　担当

第2回目 研修会 (5年連続開催）

臨床検査総合　研究班

岐阜県輸血療法講演会

日臨技中部圏支部研修会

中部圏支部輸血検査研究班研修会

検査説明・相談ができる育成研修会

名　称



平成 27 年度 岐阜県臨床検査技師会精度管理調査事業計画 

 

① 精度管理調査案内文配布  5月 20日 

施設精度管理担当者宛 案内発送 

免疫：CA19-9、CA125を削除（理由：プール試料作成上の問題） 

② 受付期間    6月 1日～15日 

③ 2次募集    6月 22日～7月 6日 

アルフレッサ日建 協力 

④ 第 1回会議（設問確認作業）  8月 21日 

⑤ 試料発送（岐阜市民病院）  8月 30日 

輸血：全血試料 

請求書・見積書印刷：JAMTQC採用 

⑥ 回答締切り    9月 14日 

⑦ 一次評価公開    9月 24日 

⑧ 一次報告発送    9月下旬～10月初旬 

⑨ 是正協力作業（C・D評価サポート） 10月中    

⑩ 救済再入力期間   10月 26日・27日 

⑪ 第 2回会議（最終評価）   10月 30日 

⑫ 総括集校正作業   12月 1日、12月 8日、12月 15日 

⑬ 最終評価、総括集、参加証の発送 12月下旬 

⑭ 報告会資料公開   平成 28年 1月 25日 

⑮ 報告会・第 3回会議（次年度計画） 平成 28年 1月 31日 東海中央病院 

 

会議 

精度管理全体会議   3回（事務所使用時開始時間 19：00） 

精度管理試料発送作業  1回 

総括集校正作業 企画委員  3回 

 

試料について 

 血液センターから購入となり、血球￥7,500、血漿￥7,500、計￥1,5000の費用が掛か

るようになる。 

 プール血清はここ 2 年間、九州の篠原先生より 1 ペア￥500 で購入しているが、今後、

メーカー作成に移行すると、￥1,500となる。岐阜市民病院でのプール作成復活も検討 

 一般尿試料をプールで作成の予定 

 

その他 

冷蔵庫のメンテナンスに￥50,000臨時支出。3年後にも必要となる。 

 

作成 2015/02/01                  精度管理事業部 部長 多和田 

 

 



平成 27 年度 組織調査部 活動計画 

 

 

１ 啓発および保健衛生事業 

（１） 日臨技の公益事業「検査と健康展」を開催 

 11 月 検査と健康展開催月間 

 日時・内容 未定 

（２） 市民健康まつり 

① 平成 27 年度やさか福祉健康まつり 

   日時・内容 未定 

   場所：中津川市坂下総合体育館（仮） 

② 平成 27 年度高山市民健康まつり 

日時・内容 未定 

場所：高山市保健センター（仮） 

③ 平成 27 年度大垣市 市民の健康ひろば 

日時・内容 未定 

場所：大垣城ホール（仮） 

④ 平成 27 年度岐阜市健康まつり 

日時・内容 未定 

場所：岐阜市文化センター（仮） 

 

（２）HIV・STI 予防に関する事業 

①大学祭での予防啓発活動（関連グッズ配布及び説明） 

 11 月  

岐阜経済大学 

③MSM を対象とした無料 HIV 検査会への参加（県保健医療課からの依頼） 

    1 月 

    ハートフルスクエア G 

 

２ 岐阜県臨床検査技師会 組織実態調査 

 

３ 功労者表彰及び永年勤続者表彰対象者の選出 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 27 年度 広報宣伝部 活動計画 

＜継続事業＞ 

会報「ぎふ臨技」の発行（毎月 20 日発行） 

① 部門別研修会案内の掲載 

② 臨床検査関連の学会案内の掲載 

③ その他、関連団体からの案内の掲載 

 

＜新規事業＞ 

ホームページの充実（案） 

① 賛助会員のバーナーの掲載の募集 

② ホームページのレイアウト変更 

 

 

                         広報宣伝部長 森本勝男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「平成２７年度 法人対応部事業計画について」 

 

平成２７年度定時総会にて、平成２６年度決算が承認されたのち、速やかに公

益目的支出計画実施報告書を電子申請にて行い、県医療整備課と連絡をとり修

正していく。 

 

一般社団法人移行時における 

公益目的財産額       １３,３６７,０９４円 

      公益目的支出計画実施期間     １３年間 

                  （平成２６年７月１日通知） 

 

                       法人対応部長 鈴木 敦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27 年度 庶務部事業計画 

 

 

1） 庶務部及び事務員の業務 

1. 研修会・連絡事項等の発送。（毎月 20 日） 

2. 常務理事会・理事会の開催案内送付。（メールにて） 

3. 事務所使用の管理。 

4. 日臨技・各種団体・会員よりの問い合わせ等に対応。 

5. 各種の書類管理。 

6. 議事録の作成。 

7. 会費管理に関する事項の対応。 

8. 各地区の健康祭り参加申請書の対応。 

9. 定期総会出席者の日臨技生涯教育研修制度への登録。 

10. 定時総会の取り仕切り。 

11. 総会関連の議決権行使書の作成。 

12. マンション管理組合総会への出席。 

 

 

                           庶務部長 藤井泰三 

 


