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  令和 2年度定時総会 次第  

  

一、開会の辞 （省） 

  

一、会長挨拶 （省） 

  

一、議長選出 （事前選出） 

  

一、総会役員選出  

書記任命、資格審査、議事運営委員任命、議事録署名人任命 （事前選出） 

  

一、資格審査委員報告  

  

一、議案審査  

第一号議案 令和元年度  事業報告  

             業務報告（総括）  

             学術部事業報告  

             精度管理事業部事業報告  

             組織調査部事業報告  

             広報宣伝部事業報告  

             渉外部事業報告  

             庶務部事業報告  

             会計部決算報告  

             監査報告    

 

第二号議案 岐臨技定款  

第二章会員（法人の構成員）第 6条（1）正会員  条件変更 

第三号議案 岐臨技定款  

第二章会員（法人の構成員）第 6条（2）名誉会員 新名誉会員の承認 

第四号議案 令和二年度・三年度役員の承認 

  

総会役員解任  

  

一、議長挨拶（省）  

  

一、閉会の辞 （省） 



令和元年度 一般社団法人岐阜県臨床検査技師会 
 

事業報告 
 

 

 一般社団法人岐阜県臨床検査技師会定款の第 3条には当会の目的が記されて

います。 

それは、「衛生思想の普及及び啓発並びに臨床検査を通じての地域保健事業への

協力を行うとともに、臨床検査に関する技術及び知識の向上を図り、もって公

衆衛生の向上と県民の健康の保持・増進に寄与する」です。 

 また、目的を達するために、以下の事業を行うよう定められています。 

（1）衛生思想の普及及び啓発に関すること。 

（2）臨床検査を通じての地域保健事業への協力に関すること。 

（3）学会の開催に関すること。 

（4）臨床検査に関する講習会、研修会及び研究会に関すること。 

（5）会誌の編集・発行に関すること。 

（6）検査及び検査技師の実態調査に関すること。 

（7）精度管理事業に関すること。 

（8）内外関係団体との交流に関すること。 

（9）県民の健康増進に関すること。 

（10）その他この法人の目的を達成する為に必要な事業の実施に関すること。 

 目的達成を目指し、令和元年度も多くの事業を実施いたしまた。いずれも、

会員・賛助会員の皆様のご尽力なくしては、成し遂げられませんでした。ご支

援・ご協力に感謝申し上げます。 

 

 

【新しく行った事業】 

 組織強化と会員間の懇親を目的に岐臨技交流会を開催しました。 

  

【継続して行った事業】 

 「初級・職能開発講習会」、「認知症対応力向上講習会」、「第 58回岐阜県医学

検査学会」以外、平成 30年度に行った主催事業は、令和元年度にも実施しまし

た。ただし、事業によっては細かな内容や実施回数が異なる場合があります。 

 

【廃止あるいは中止した事業】 

 「初級・職能開発講習会」、「認知症対応力向上講習会」は、平成 30年度単年

の開催であったため実施しませんでした。 

 「第 58回岐阜県医学検査学会」および令和 2年３月の部門研修会は、新型コ

ロナウィルス感染拡大の情勢を考慮して中止としました。 

 

 次頁より、月別の事業実施回数と項目を示します。 



令和元年度
岐臨技主催事業 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

岐阜県医学検査学会 0
拡大研修会 1 1 2
新人サポート研修会 1 1
検査と健康展 1 1
人材育成部会研修会 1 1 2
臨床微生物部門研修会 1 1 1 1 4
臨床血液部門研修会 1 1 1 1 1 5
生物化学分析部門研修会 1 1 1 3
病理細胞部門研修会 1 1 1 1 4
臨床生理部門研修会 1 1 1 1 4
臨床一般部門研修会 1 1 2
輸血細胞治療部門研修会 1 1 1 1 4
部門合同研修会 1 1
精度管理報告会 1 1
会計・予算に関する講習会 1 1
岐臨技総会・地区総会 1 2 2 1 6
技師長連絡協議会 1 1
会誌発刊 1 1
会報発行 1 1 1 1 4

小計 1 3 7 4 2 2 4 6 6 4 6 2 47

他団体主催事業参画 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
岐阜地区健康イベント 1 1
西濃地区健康イベント 1 1
飛騨地区健康イベント 1 1
エイズ予防啓発活動 1 1
ＨＩＶ検査会 1 1
ニューリーダー育成研修会 1 1
中部圏支部研修会・学会（岐阜開催） 1 1

小計 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7

会議・作業・出張 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
理事会・常務理事会 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
地区会議 1 1
県学会会議・作業 1 1 2
拡大研修会会議・作業 1 1 1 1 1 5
岐臨技交流会 1 1
学術部・研究部門会議・作業・出張 1 1 1 3 1 7
精度管理会議・作業 2 1 1 2 1 7
検査と健康展準備 1 1
HIV検査会会議・作業 1 1
人材育成部会会議・出張 1 1 2
監事監査・会計作業 2 1 1 1 1 6
選挙議決権行使書・開票作業 0
岐阜健康イベント会議・作業・出張 1 1 1 1 4
西濃健康イベント会議・作業・出張 1 1
飛騨健康イベント会議・作業・出張 1 1 2
岐阜県生活習慣病　大腸がん部会会議 1 1
医療勤務環境改善会議・出張 2 2
岐阜県糖尿病対策推進協議会 0
岐阜県輸血関連会議 1 1
岐阜県公衆衛生協議会 1 1
岐阜県庁舎再整備関連説明会 1 1
式典・意見交換会・表敬訪問など 1 1 2 4
日臨技・日臨技中部圏支部会議・出張 1 1 2 1 5
その他出張 1 1 1 3
事務所マンション管理理事会・総会 1 1 2

小計 6 5 8 5 6 2 11 7 8 5 7 0 70

計 7 8 15 9 8 4 19 16 14 9 13 2 124



平成30年度
日付 行事・会議等名称 場所 種目

1 1 4月 5日 岐阜医療科学大学入学式 岐阜医療科学大学 式典・意見交換会・表敬訪問など
2 2 5日 会計確認作業 岐臨技事務所 監事監査・会計作業
3 3 19日 常務理事会 岐臨技事務所 理事会・常務理事会
4 4 21日 病理細胞部門研修会 東海細胞研究所 主催事業
5 5 21日 病理細胞部門会議 東海細胞研究所 学術部門会議・作業・出張
6 6 25日 春季拡大研修会打合せ会議 岐臨技事務所 拡大研修会会議・作業
7 7 26日 会計士会計監査 岐臨技事務所 監事監査・会計作業

8 1 5月 12日 理事会 岐臨技事務所 理事会・常務理事会
9 2 12日 臨床血液部門研修会 中部療養センター 主催事業
10 3 14日 看護の日岐阜県大会 OKBふれあい会館 式典・意見交換会・表敬訪問など
11 4 16日 ぎふ市民健康まつり運営会議 メディアコスモス 岐阜健康イベント会議・作業・出張
12 5 20日 会報発行 主催事業
13 6 24日 春季拡大研修会打合せ会議③ 岐臨技事務所 拡大研修会会議・作業
14 7 26日 新人サポート研修会 岐阜医療科学大学 主催事業
15 8 31日 会員施設職員お見舞い 木沢記念病院 会議・作業・出張

16 1 6月 1日 春季拡大研修会前日設営 OKBふれあい会館 拡大研修会会議・作業
17 2 2日 春季拡大研修会・定時総会 OKBふれあい会館 主催事業
18 3 2日 岐臨技交流会 ダイニングバラティエ 主催事業
19 4 8日 岐阜医療科学大学新棟落成式 岐阜医療科学大学 式典・意見交換会・表敬訪問など
20 5 9日 臨床一般部門研修会 東海学院大学 主催事業
21 6 16日 生物化学分析部門研修会 岐阜大学医学部附属病院 主催事業
22 7 18日 軽減税率説明会 マーサ２１ 会議・作業・出張
23 8 19日 岐阜県看護協会定時総会 OKBふれあい会館 式典・意見交換会・表敬訪問など
24 9 20日 会報発行 主催事業
25 10 22日 臨床微生物部門研修会 岐阜医療科学大学 主催事業
26 11 22日 日臨技定時総会 東急大森REIホテル 日臨技・日臨技中部圏支部会議・出張
27 12 26日 会計作業 岐臨技事務 監事監査・会計作業
28 13 28日 常務理事会 岐臨技事務 理事会・常務理事会
29 14 29日 日臨技中部圏支部幹事会 ABCビル 日臨技・日臨技中部圏支部会議・出張
30 15 30日 輸血細胞治療部門研修会 松波総合病院 主催事業

31 1 7月 12日 部門長会議① 岐臨技事務所 学術部門会議・作業・出張
32 2 13日 臨床生理部門研修会 東海中央病院 主催事業
33 3 13日 病理細胞部門研修会 名古屋大学医学部 主催事業
34 4 13日 新県庁舎建設説明会 OKBふれあい会館 会議・作業・出張
35 5 20日 臨床微生物部門研修会 久美愛厚生病院 主催事業
36 6 21日 臨床血液部門研修会 東海学院大学 主催事業
37 7 24日 （高山）市民健康まつり打合せ会議 高山市保健センター 飛騨健康イベント会議・作業・出張
38 8 26日 岐阜県公衆衛生協議会総会 岐阜県医師会館 会議・作業・出張
39 9 31日 秋季拡大研修会準備会議 東濃厚生病院 拡大研修会会議・作業

40 1 8月 9日 人材育成部会準備会議 岐臨技事務所 人材育成部会会議・出張
41 2 9日 理事会 岐臨技事務所 理事会・常務理事会
42 3 16日 精度管理会議① 岐臨技事務所 精度管理会議・作業
43 4 22日 （高山）市民健康まつり打合せ会議 高山市保健センター 飛騨健康イベント会議・作業・出張
44 5 24日 輸血細胞治療部門研修会 高山赤十字病院 主催事業
45 6 24日 臨床微生物部門研修会 岐阜市民病 主催事業
46 7 25日 精度管理試料発送 岐阜市民病院 精度管理会議・作業
47 8 28日 会計作業 岐臨技事務所 監事監査・会計作業

48 1 9月 7・8日 ベッドサイド実践講習会 岐阜赤十字病院 主催事業
49 2 13日 常務理事会 岐臨技事務所 理事会・常務理事会
50 3 15日 病理細胞部門精度管理評価会 岐阜大学医学部附属病院 学術部門会議・作業・出張
51 4 28日 輸血細胞治療部門研修会 岐阜市民病院 主催事業

52 1 10月 1日 （大垣市）市民の健康広場打合せ会議 大垣徳洲会病院往復 西濃健康イベント会議・作業・出張
53 2 6日 高山市健康まつり当日 高山市保健センター 他団体主催事業
54 3 8日 臨床血液部門スキルアップ研修会会議 県立多治見病院 学術部門会議・作業・出張
55 4 9日 臨床血液部門スキルアップ研修会会議 県立多治見病院 学術部門会議・作業・出張
56 5 11日 日臨技中部圏支部幹事会 ホテルリソル岐阜 日臨技・日臨技中部圏支部会議・出張
57 6 11日 臨床血液部門スキルアップ研修会会議 県立多治見病院 学術部門会議・作業・出張
58 7 11日 臨床生理部門スキルアップ研修会 長良川国際会議場 主催事業
59 8 11日 臨床血液部門スキルアップ研修会 長良川国際会議場 主催事業
60 9 11日 臨床微生物部門スキルアップ研修会 長良川国際会議場 主催事業
61 10 日臨技中部圏支部医学検査学会 長良川国際会議場 日臨技主催イベント・出張
62 11 18日 HIV検査会事前研修会 岐阜県健康科学センター 会議・作業・出張

11・12日



63 12 18日 岐阜市民健康まつり準備会議 岐臨技事務所 会議・作業・出張
64 13 18日 理事会 岐臨技事務所 理事会・常務理事会
65 14 地域ニューリーダー育成研修会 熱海・森温泉ホテル 日臨技主催イベント・出張
66 15 20日 （大垣）市民の健康広場当日 大垣城ホール 他団体主催事業
67 16 20日 病理細胞部門研修会 東海細胞研究所 主催事業
68 17 25日 精度管理会議② 岐臨技事務所 精度管理会議・作業
69 18 29日 会計作業 岐臨技事務所 監事監査・会計作業
70 19 31日 コスタ岐阜県庁前管理組合理事会 星野珈琲 会議・作業・出張

71 1 11月 3日 岐阜市民健康まつり前日設営 岐阜市文化センター 岐阜健康イベント会議・作業・出張
72 2 4日 岐阜市民健康まつり当日 岐阜市文化センター 他団体主催事業
73 3 4日 臨床生理部門研修会 大垣市民病院 主催事業
74 4 12日 秋季拡大研修会打合せ会議 県立多治見病院 拡大研修会会議・作業
75 5 15日 常務理事会 岐臨技事務所 理事会・常務理事会
76 6 16日 エイズ予防啓発活動 岐阜協立大学 他団体主催事業
77 7 16日 臨床微生物部門研修会 大垣市民病院 主催事業
78 8 17日 HIV検査会 ハートフルスクェアG 他団体主催事業
79 9 20日 会報発行 主催事業
80 10 22日 コスタ岐阜管理組合総会 OKBふれあい会館 会議・作業・出張
81 11 23日 技師長連絡協議会 セラトピア土岐 主催事業
82 12 23日 秋季拡大研修会当日 セラトピア土岐 主催事業
83 13 27日 精度管理総括集校正作業① 岐臨技事務所 精度管理会議・作業
84 14 29日 学術部門長会議 岐臨技事務所 学術部門会議・作業・出張
85 15 30日 病理細胞部門研修会 岐阜大学医学部附属病院 主催事業
86 16 30日 検査と健康展前日設営 わかくさプラザ 会議・作業・出張

87 1 12月 1日 検査と健康展当日 わかくさプラザ 主催事業
88 2 5日 精度管理総括集校正作業② 岐臨技事務所 精度管理会議・作業
89 3 6日 県学会準備会議 大垣徳洲会病院 会議・作業・出張
90 4 7日 臨床血液部門研修会 久美愛厚生病院 主催事業
91 5 7日 国民医療を守るための岐阜県集会 岐阜県医師会館 会議・作業・出張
92 6 7日 会計・予算に関する講習会 岐阜清流病院 主催事業
93 7 12日 精度管理総括集校正作業③ 岐臨技事務所 精度管理会議・作業
94 8 13日 理事会 岐臨技事務所 理事会・常務理事会
95 9 13日 人材育成部会会議① 岐臨技事務所 人材育成部会議・作業・
96 10 14日 生物化学分析部門研修会 岐阜大学医学部附属病院 主催事業
97 11 15日 臨床一般部門研修会 岐阜市民病 主催事業
98 12 21日 臨床生理部門研修会 岐阜大学医学部附属病院 主催事業
99 13 26日 ぎふ市民健康まつり運営・WG会議 岐阜市福祉健康線センター 岐阜健康イベント会議・作業・出張
100 14 26日 会計作業 岐臨技事務所 監事監査・会計作業

101 1 1月 8日 岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会 シンクタンク庁舎 会議・作業・出張
102 2 12日 臨床血液・輸血細胞治療部門合同研修会 県立多治見病院 主催事業
103 3 17日 常務理事会 岐臨技事務 理事会・常務理事会
104 4 20日 会報発行 主催事業
105 5 24日 日臨技賀詞交換会 霞山会館 会議・作業・出張
106 6 25日 全国幹事会 日臨技会館 会議・作業・出張
107 7 31日 岐阜地区総会 主催事業
108 8 31日 西濃地区総会 大垣徳洲会病院 主催事業
109 9 31日 県学会準備会議 大垣徳洲会病院 会議・作業・出張

110 1 2月 1日 輸血医療機関連絡協議会 岐阜大学医学部 精度管理会議・作業
111 2 2日 精度管理会議③ 東海中央病院 精度管理会議・作業
112 3 2日 岐臨技精度管理調査報告会 東海中央病院 主催事業
113 4 4日 岐阜県医療勤務改善支援センター運営協議会 岐阜県庁 会議・作業・出張
114 5 8日 飛騨地区総会 久美愛病院 主催事業
115 6 9日 岐阜県リーダー育成研修会 岐阜清流病院 主催事業
116 7 9日 輸血細胞治療部門研修会 可児とうのう病院 主催事業
117 8 14日 理事会⑤ 岐臨技事務 理事会・常務理事会
118 9 16日 生物化学分析部門研修会 岐阜清流病院 主催事業
119 10 19日 医療勤務環境改善研修会 OKBふれあい会館 会議・作業・出張
120 11 20日 岐阜地区理事会 岐臨技事務 会議・作業・出張
121 12 28日 中濃地区総会 岐阜医療科学大学 主催事業
122 13 29日 日臨技中部圏支部幹事会 自宅web 日臨技・日臨技中部圏支部会議・出張

123 1 3月 6日 東濃地区総会 web会議 主催事業
124 2 会誌（学術誌）発行 主催事業

18－20日



令和元年度 学術部事業報告 

 

                              学術部長 渡邊宜典 

 

 

1.各種学会 

（1）第 68回日本医学検査学会 

（2）第 58回中部圏支部医学検査学会 

（3）第 58回岐阜県医学検査学会 

 

2.拡大研修会 

（1）春季拡大研修会 

（2）秋季拡大研修会 

 

3.部門研修会 

Ⅰ  生物化学分析部門 

Ⅱ 生理機能検査部門 

Ⅲ 形態検査部門（臨床一般部門・臨床血液部門・病理細胞部門） 

Ⅳ 感染制御部門 

Ⅴ 移植検査部門 

Ⅵ 染色体遺伝子部門 

 

4.新人サポート研修会 

 

5.日臨技委託事業 



１．各種学会

月　日 場　所　・　部門 演題名 施設名　・　会社名 氏　名

５月18日～19日 下関市民会館 ルミパルスL2400に搭載するSCC抗原測定試薬の検討 岐阜大学医学部附属病院 林　圭織

シーモールパレス 免疫自動分析装置AtellicaIM1300の評価 岐阜清流病院 森　さゆり

海峡メッセ下関 第3世代HCV抗体試薬を用いたSVR症例における臨床的有用性の検討 大垣市民病院 加納　彩野

下関市生涯学習プラザ 肩甲下筋断裂に対する超音波検査の有用性 岐阜大学医学部附属病院 林　智剛

関節リウマチおよび悪性疾患におけるサルコペニアの有病率の検討 岐阜大学医学部附属病院 渡邉　恒夫

呼気ガス運動負荷試験の各パラメータと心臓拡張機能の関係について 大垣市民病院 高木　明美

左心房筋電位と冠静脈洞筋電位が通電中に興味ある所見を示した不顕性WPW症候群の一例 大垣市民病院 神谷　嘉彦

「中部圏認定病理検査技師の会」の活動について 大垣市民病院 浅野　敦

BD MAX Enteric Parasite Panel が検出し得た Cryptosporidium spp. の一症例 岐阜市民病院 法雲　智美

座　長 岐阜大学医学部附属病院 石田　秀和

岐阜大学医学部附属病院 渡邉　恒夫

学会名

第68回日本医学検査学会



2019年10月12日～13日 長良川国際会議場・都ホテル岐阜長良川 【4】Campylobacter属の便検体における水素添加による発育促進の検討 大垣市民病院 田中 優奈

【6】新生児髄膜炎由来大腸菌が保有する機能未知遺伝子のクローニング 岐阜医療科学大学 西村穂香

【7】新生児髄膜炎由来大腸菌の機能未知遺伝子の発現条件の確立 岐阜医療科学大学 中山 章文

【8】3菌種のNDM型メタロβ-ラクタマーゼ産生菌を胆汁から同時検出した1症例 岐阜県総合医療センター 臨床検査科 大澤 稜

【9】当院で経験した抗インターフェロンγ抗体陽性であった播種性非結核性抗酸菌症の一症例 ＪＡ岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター 西美濃厚生病院 杉野 諒

【10】多様なコロニー形状を示したMRSA small colony variants の1症例 岐阜県総合医療センター 臨床検査科 大西 紀之

【11】Haemophilus parainfluenzaeによる尿路感染症から菌血症を来した一症例 岐阜市民病院 中央検査部 伊藤 里紗

【19】ストロンチウムアパタイトを用いたDNA精製技術の基礎的検討 岐阜医療科学大学 中山 章文

【20】ストロンチウムアパタイトを用いたReal-time PCR法の基礎的検討 岐阜県総合医療センター 臨床検査科 大澤 稜

【21】免疫自動分析装置AtellicaIM1300の評価 医療法人清光会 岐阜清流病院 大島 康平

【23】ARCHITECT i2000SR とAlinity iの比較検討 岐阜市民病院 田中 美智香

【25】ルミパルスプレストCEA、CA19-9測定レンジ改良試薬の検討 大垣市民病院 鈴木 音緒

【26】可溶性ＩＬ−2レセプター測定試薬「ルミパルスプレストＩＬ－２Ｒ」の基礎的検討 国立大学法人 岐阜大学 医学部附属病院 大山 徳華

【27】ルミパルスG1200に搭載するSCC測定試薬の検討 国立大学法人 岐阜大学 医学部附属病院 長嶋 健二

【31】コアプレスタ2000における大容量リアスオートP-FDP、Dダイマーネオ試薬検討 岐阜赤十字病院 浅井 美里

【33】リンパ形質細胞性リンパ腫に合併した後天性フォンヴィレブランド症候群の一例 岐阜市民病院 三島 功士

【36】当院で経験した脾濾胞辺縁帯リンパ腫(splenic marginal zone lymphoma；SMZL)の3例 岐阜市民病院 乾 ゆう

【38】好酸球増加の患者から糞線虫が発見された症例 岐阜県立多治見病院 可児 あかね

【40】芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の一症例 大垣市民病院 石井 辰弥

【47】コリンエステラーゼ異常低値を呈した一症例 医療法人社団 慈朋会 澤田病院 篠田 智美

【57】ISO15189認定取得に向けた病院病理部門の取り組み 国立大学法人 岐阜大学 医学部附属病院 佐々木 健太

【62】病理細胞診室のインシデントの分析 大垣市民病院 森永 朝美

【65】病理解剖における検査室の連携と今後の課題について 岐阜県立多治見病院 溝口 貴弘

【67】術中迅速検査におけるピクロシリウス赤染色の実施 大垣市民病院 井川 莉奈

【68】岐阜県における病理検査部門の精度管理調査活動内容 岐阜大学 医学部附属病院 片桐 恭雄

【69】オゾン・ナノバブル洗浄機による解剖器具の洗浄の検討 国立大学法人 岐阜大学 医学部附属病院 川村 勇人

【73】当院の病理検体におけるDNA Integrity Number(DIN)の測定結果について 大垣市民病院 吉田 知代

【82】当院におけるASC-USの現状 公立学校共済組合東海中央病院 安藤 僚祐

【83】当院の尿細胞診LBC法について JA岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター 揖斐厚生病院 関 敏秀

【85】携帯型心電計が不整脈発見及び治療に有用であった症例 大垣市民病院 岡田 浩司

【86】胸部誘導電極の付け間違いが疑われた高度時計方向回転を呈した心電図 大垣市民病院 北川 大祐

【87】アフリカ系日本人スポーツ選手にみられた心電図異常の１症例 岐阜大学医学部附属病院 検査部 林 智剛

【89】MostGraph-02を用いた通常検査とブラインド検査で実施した呼吸抵抗の比較検討 総合病院中津川市民病院 林 裕介

【94】シャント血流の同定に苦慮した感染性心内膜炎の１例 岐阜県総合医療センター 大塚 真子

日臨技中部圏支部医学検査学会（第58回）



【95】鑑別に苦慮した心臓腫瘤の1例 高山赤十字病院 中村 有理

【96】当院で経験した右心房内血管肉腫の一例 国立大学法人 岐阜大学 医学部附属病院 検査部 細野 裕未奈

【100】脳波検査においてextreme delta brushを認めた抗NMDA受容体脳炎の一症例 岐阜県立多治見病院 加藤 千恵

【101】脳波検査において周期性放電を呈した症例の検討 大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 生理機能検査室 水谷 天美

【109】GLSの日常臨床導入に向けた基礎的検討 大垣市民病院 須佐 知子

【110】強直性脊椎炎に合併した大動脈弁閉鎖不全症の一症例 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 河村 有哉

【113】心臓超音波にて冠動脈婁を伴う巨大冠動脈瘤を認めた１例 岐阜県総合医療センター 矢嶋 あかね

【114】鑑別が困難であった浸潤性小葉癌の一例 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 平田 真由

【115】MRI後のセカンドルックUSが有用であった乳癌の１例 高山赤十字病院 川端 さやか

【116】カラードプラで乏血性の乳腺異常に対し乳腺造影超音波検査が有用であった症例 大垣市民病院 宮地 絵理

【119】DM患者における神経伝導検査を用いた重症度評価 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 小川 ひとみ

【124】多項目自動血球分析装置XNシリーズを用いた体腔液検査～特に異型細胞検出について～ 岐阜赤十字病院 林 晃司

【128】Balamuthia mandrillarisによりアメーバ脳炎を発症した1症例 岐阜市民病院 窪田 裕子

【135】当院におけるシステムダウン時の輸血業務体制の評価 大垣市民病院 清水 みゆき

【150】輸血チーム医療体制の血液製剤および血漿分画製剤使用適正化に対する効果の検証 大垣市民病院 鳥居 知美

【153】テキスト形式による超音波報告書の構築と運用 岐阜県立多治見病院 田中 雄貴

【154】神経変性疾患の原因となるアミロイド様線維の形成に関する研究 岐阜医療科学大学 臨床検査学科 林 さよ子

座　長 国立大学法人　岐阜大学　医学部附属病院 石田　真理子

国立大学法人　岐阜大学　医学部附属病院 林　圭織

地方独立行政法人　岐阜県立下呂温泉病院 小池　正顕

岐阜県総合医療センター 福岡　玲

地方独立行政法人　岐阜県立下呂温泉病院 小池　正顕

県立多治見病院 八木 良仁　

大垣市民病院 今吉 由美　　

発表者 ５０名 座長 ７名 



午前9時 受付開始　　 大垣市情報工房　5階　スインクホール

午前9時30分 開催

座　長

教育講演 『口腔がんにおける診断と治療の実際』 大垣市民病院　歯科口腔外科部長 梅村　昌宏　先生

ランチョンセミナー 『ALP・LD常用基準法改定の動向と現行法との相違点』 富士フイルム和光純薬株式会社

臨床検査薬事業部　臨床検査薬営業本部　西日本営業部　

東海営業所

北川　寿仁 先生

『血小板凝集能検査とCS/CNシリーズでの測定について』 ｼｽﾒｯｸｽ株式会社　名古屋支店　学術サポート課 相原　孝至　先生

市民公開講座 『アレルギーの概要および最近の知見について』 日立化成ダイアグノスティクスシステム株式会社 澤崎　健　先生

　①免疫とアレルギーを理解するための基礎知識

　②アレルギーの検査と治療、疫学について

第58回岐阜県医学検査学会

※ 中止 



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

2019年6月2日 午前９時　受付開始　　 OKBふれいあ会館  <微生物部門 研修会>

　午前９時半開催 　『 敗血症について(仮題) 』 岐阜県総合医療センター　感染症内科医長 鈴木 純 先生

司 会: 岐阜県総合医療センター 臨床検査科 後藤 雪乃 技師

<血液部門 研修会 >

　『 DICの病態と臨床 』 愛知医科大学病院　血液内科教授 高見 昭良 先生

司会:岐阜県立多治見病院 検査部 山本　将毅　技師

＜ランチョンセミナー ＞

シスメックス株式会社

『VerigeneRシステム 敗血症パネル』 株式会社日立ハイテクノロジーズ バイオシステム1部 担当部

長

三浦哲男

特別講演 市民公開講座

　『 血漿アミノ酸プロファイリングに基づく、様々な疾患リスクのスクリーニング 』 味の素株式会社 アミノインデックス事業部 安東 敏彦 先生

司会:岐阜清流病院 臨床検査科 森さゆり 技師 森さゆり 技師

2019年11月23日 午前9時40分受付開始 土岐市産業文化振興センター ＜生理検査部門　研修会 ＞

　午前10時10分より セラトピア土岐（大会議室） 　『 救急医療における血管疾患 』 大垣市民病院  救命救急センター医長 坪井 重樹  先生

司 会：大垣市民病院　形態診断室 今吉　由美　技師

＜輸血検査部門　研修会 ＞

　『　救急医療と緊急検査　』 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院　

救急科部長

救急医療センター　センター長

集中治療センター　センター長

八十川 雄図　先生

司 会：松波総合病院　輸血部 森本　剛史　技師

＜ランチョンセミナー ＞

　『  救急医療におけるバイオマーカーへの期待 』

　　～急性腎障害(AKI)マーカーNGAL、敗血症鑑別診断(重症度判定)補助マーカーPCTを中心に～

アボットジャパン株式会社　中日本営業部　　TSP 櫻井　崇　先生

　『 救急医療におけるCANON超音波診断装置の有用性 』 キヤノンメディカルシステムズ株式会社　中部支社　

超音波アプリケーション担当

竹中　顕一郎　先生

特別講演・市民公開講座

　『 最近の乳腺診療 』 岐阜県総合医療センター　乳腺外科部長 長尾　育子　先生

司 会：岐阜県立多治見病院　　臨床検査科 土屋　亘美 技師

春季

拡大研修会

秋季

拡大研修会



３．部門研修会
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 2019年6月16日 10：00 ～ 15：00 岐阜大学病院　多目的ホール Reversed-CPC（検査値から病態を推測する）症例 ５ 専門20点 35

　　（9：30受付開始） 講演１　抗がん剤について（仮）　　監修・司会：石田秀和（岐阜大学病院） ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社

講演２　免疫検査の基本（仮）　　監修・司会：森　さゆり 　（岐阜清流病院） 富士フィルム和光純薬株式会社

ランチョンセミナー　国際的な臨床検査の標準化・ハーモナイゼーション　　監修・司会：武藤延秋 先生（東濃厚生病

院）

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

講演３　　卵巣がんの新しい腫瘍マーカー HE4、ROMAについて　　監修・司会：林　圭織先生（岐阜大学病院） アボットジャパン株式会社

症例考察 岐阜大学病院 石田秀和

第2回研修会 2019年12月14日 16：00 ～ 18：00 岐阜大学病院　検査部セミナー室 精度管理報告会と医療法改正に係る精度管理について 基礎20点 16

講演  医療法改正と精度管理について バイオ・ラッド株式会

精度管理報告会 生化学Ⅰ 岐阜大学病院 林　圭織先生

　　　　　　　　　　　生化学Ⅱ 東海中央病院 渡邉景介先生

　　　　　　　　　　　免疫血清 東濃厚生病院 武藤延秋先生

第3回研修会 2020年2月16日 10：00 ～ 15：00 岐阜清流病院　大会議室（５階） Reversed-CPC（検査値から病態を推測する）症例 ６ 専門20点 26

9：30受付開始 講演１ 甲状腺のデータを読む  監修・司会：武藤延秋先生（東濃厚生病院） ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

講演２ 敗血症データを読む    監修・司会：森　さゆり 　（岐阜清流病院） シスメックス 株式会社

ランチョンセミナー HIV治療薬について　　監修・司会：林　圭織 先生（岐阜大学病院） ヤンセンファーマ株式会社

講演３　HIVマーカーについて　　監修・司会：加納彩野先生（大垣市民病院） アボットジャパン株式会社

症例考察 岐阜大学病院 石田秀和

合　計 77

生物化学分析部門



Ⅱ．生理機能検査部門

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 2019年7月13日 14：00 ～ 16：30 東海中央病院　3階大会議室 「心電図」 松波総合病院　中央検査室 神谷 敏之　技師 専門20点 46

「心臓超音波」 岐阜大学医学部附属病院　検査部 藤本 伸吾　技師

「症例検討」 松波総合病院　中央検査室 野﨑 俊春  技師

神谷 敏之　技師

第2回研修会 2019年10月11日 16：30～20：00 中部圏支部医学検査学会（第58回） 臨床で役立つ心電図検査を極める 松波総合病院 神谷 敏之　技師 専門20点 60

　　第5会場 　1. 日常遭遇する異常波形を学ぶ：心房細動や脚ブロックなど 岐阜県総合医療センター　臨床検査科 森 晴雄　技師

　2. 緊急を要する心電図を学ぶ：虚血心疾患、頻脈/徐脈、電解質異常など 三重ハートセンター　診療支援部　臨床検査科 内田 文也 技師

　3. ホルタ―心電図の装着・解析を学ぶ：装着のコツ、解析+α 公立学校共済組合　東海中央病院　臨床検査科 林 博之　技師

第3回研修会 2019年11月4日 14：00 ～ 16：20 大垣市民病院　1病棟3階　会議室 「神経伝導検査の手技の基本」 専門20点 18

　「神経伝導検査の手技の基本」 可児とうのう病院 石井　美江　技師

　上肢の神経伝導検査 美濃市立美濃病院 只　博美　技師

　下肢の神経伝導検査 可児とうのう病院 山本　貴子　技師

第4回研修会 2019年12月21日 13：30 ～16：00 岐阜大学医学部附属病院 「体表エコーの解剖と疾患」 専門20点 23

受付13：15～ IF多目的ホール  「乳腺」 大垣徳洲会病院 検査科 野村みどり　先生

 「皮膚科領域」 岐阜大学医学部附属病院　検査部 中山　純里　先生

「令和元年度岐臨技精度管理　臨床生理部門問題解説」

　循環生理分野解説（心電図・心血管エコー）

　超音波分野解説（腹部・その他）

　超音波分野解説（腹部・その他）

合　計
124

臨床生理部門



Ⅲ．形態検査部門

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 2019年6月9日 10：00～16：00 東海学院大学　1号館（西キャンパス） 「尿検査、体腔液検査　～講義＆実習～」 専門20点 35

　「尿定性検査の基礎とピットフォール」 アークレイ マーケティング株式会社

　「尿中有形成分分析装置Atellica UAS800について」 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

　「体腔液検査～細胞分類を中心に～」 岐阜赤十字病院 林　　晃司 技師

　「顕微鏡の基本的な使い方」 株式会社三輪器械 坂下　優 先生

　「尿沈渣実習（スライドカンファレンスもしくはモニター顕微鏡を使用）」 東海学院大学　健康福祉部

岐阜県臨床検査技師会　臨床一般部門員

山本　初津恵 先生

　「便潜血検査の基礎とピットフォール」 栄研化学株式会社

　「体腔液検査実習スライドカンファレンスもしくモニター顕微鏡を使用）」 岐阜県臨床検査技師会　臨床一般部門員

第2回研修会 2019年12月15日 13：30～ 16：30 岐阜市民病院　西５階　中会議室 「精度管理報告」 木沢記念病院 山口　明彦 技 基礎20点 20

「尿検査のUp To Date」 筑波大学附属病 横山　千恵 先生

「新規尿沈渣分析装置のご紹介（仮）」 アークレイマーケティング株式会社 中村　勇 先

「腎臓内科医からみた検査データの見方・考え方」 岐阜赤十字病院　腎臓内科 泉　久美子 先

第3回研修会 2020年3月8日 14：00～ 16：00 JA岐阜厚生連飛騨医療センター 「e-Learningを活用した勉強方法～尿沈査と体腔液検査～」 岐阜赤十字病院 林　晃司 技師 専門20点

　　　　　　久美愛厚生病院　２階　久美愛ホール

合　計
55

臨床一般部門

※ 中止 



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 2019年5月12日 9:30~12:00 中部療養センター3階討議室 「認定血液検査技師試験（昨年の問題を中心に）」 岐阜市民病院 三島　功士　技師 専門20点 12

「模擬試験」 岐阜市民病院 乾　　ゆう　技師

「岐臨技血液疾患教育スライド集の解説と運用」 県立多治見病院 山本　将毅　技師

第2回研修会 2019年7月21日 10：00 ～ 16：30 東海学院大学1号館（西キャンパス） 「伝達講習WHO分類2016改訂MDS編　Part２」 岐北厚生病院 渡邊 宜典　技師 専門20点 19

「顕微鏡の基本的な使い方」 株式会社三輪器械 坂下　優　  技師

「MDS症例顕微鏡実習と所見記入」 県立多治見病院 山本将毅　 技師

岐阜市民病院 乾 ゆう 技師

岐阜大学医学部附属病院 石田 真理子 技師

東海学院大学 多和田 嘉明 技師

「症例解説」 岐北厚生病院 渡邊　宜典　技師

第3回研修会 2019年10月11日 16：30～20：00 中部圏支部医学検査学会（第58回） 1. 『血液形態学入門編』　－基礎知識と特徴的形態を示す腫瘍細胞について－ NTT東日本関東病院 臨床検査部 後藤 文彦技師 専門20点 45

　　第4会場 2. How to 体腔液　～血液担当者のための体腔液part 2 　~症例を中心に~ 沼津市立病院臨床検査科 杉澤 きよ美 技師

第4回研修会 2019年12月7日 13：30 ～ 16：00 久美愛厚生病院　2階久美愛ホール 「血液細胞像の基礎（末梢血を中心に） 大垣市民病院 杉山　直久　技師 専門20点 26

「形態から読み取る症例集」 岐北厚生病院　血液内科 高田　英里　医師

第５回研修会 2020年1月12日 10：00 ～ 12：00 岐阜県立多治見病院　臨床検査科技師室 「岐臨技　精度管理報告　血液」 岐阜市民病院 乾　ゆう　技師 基礎20点 20

岐臨技　精度管理報告　輸血」 可児とうのう病院 樋口布抄子　技師

「フローサイトメーターの基礎とデータの見方」 ベックマン・コールター株式会社 髙野　邦彦　先生

合　計 122

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 2019年7月13日 12：30 ～ 17：20 名古屋大学医学部基礎研究棟３階　 第４回　中部圏認定病理検査技師会企画　病理技術研修会 20点 125

第一講義室 講演1：認定病理検査技師による講演

　　ディスカッション．「ＨＥ染色標準化に向けての次なるステップ」 元神奈川県臨床検査技師会精度管理委員 磯崎勝　技師

共催講演会．「肺癌のバイオマーカー検査と精度管理」　

共催：（一社）岐阜県臨床検査技師会/ＭＳＤ（株）

愛知県がんセンター 谷田部恭　先生

座長 東海細胞研究所 大鹿　技師

日本病理精度保証機構 山下和也　先生

岐阜県総合医療センター 近藤　技師

特別講演2.「肺癌の病理診断に必要とされる手法」 日本病理精度保証機構 羽場礼次　先生

岐阜大学医学部附属病院 片桐　技師

第2回研修会 2019年4月21日 14:00~17:00 東海細胞研究所 （仮題）ＥＧＦＲ検査に関するアラカルト アストラゼネカ株式会社 専門20点 33

細胞診症例検討会

第3回研修会 2019年10月20日 14:00~17:00 東海細胞研究所 病理細胞部門副部門長 片桐恭雄　技師 基礎20点 20

病理細胞部門部門員 吉村昌昭　技師

「認定技師試験に向けて学ぶべきこと」 東海細胞研究所 大鹿　均先生

第4回研修会 2019年11月30日 9：00 ～ 17：00 岐阜大学医学部附属病院　病理細胞検査室 細胞検査士2次試験対策模擬試験 専門20点 11

第5回研修会 2020年3月8日 14:00~17:00 東海中央病院　大会議室 1.共催講演会．「当院における遺伝子検査の検体取り扱いについて」

                             共催：（一社）岐阜県臨床検査技師会/アストラゼネカ（株）

愛知県がんセンター　臨床検査部　遺伝子検査科　科長 柴田　典子　先生 専門20点

2.岐阜県における遺伝子検査アンケート調査結果報告 病理細胞部門長 日高　祐二　技師

3.アンケート調査報告結果より岐阜県における今後の課題と取り組み 　～ディスカッション～ 座長  大垣市民病院 浅野　敦　 先生

合　計
189

病理・細胞部門

「令和元年度岐臨技　病理検査、細胞検査精度管理調査報告」

特別講演1.　｢肺癌免疫パネルの染色サーベイ結果と標本作製の精度管理を含む知識について｣

※ 中止 



Ⅳ．感染制御部門

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 2019年7月20日 13：30 ～ 16：00 JA岐阜厚生連飛騨医療センター AST（抗菌薬適正使用支援チーム）活動について 専門20点 23

久美愛厚生病院  AST活動～臨床検査技師の立場から～ 「当検査室のAST活動への参加」 岐阜大学医学部付属病院　検査部 米玉利　準先生

２階久美愛ホール  AST活動～薬剤師の立場から～ 「実践!!抗菌薬適正使用支援チーム」 岐阜大学医学部付属病院　薬剤部 丹羽　隆先生

 質疑応答・意見交換

第2回研修会 2019年6月22日 13:30~17:30 岐阜医療科学大学 微生物検査の基礎知識と基本技術（講義と実習） 専門20点 11

１号館　４階　MT-３実習室   ～二級臨床検査士試験対策を含めた微生物検査の基本～

第3回研修会 2019年8月24日 14：00 ～ 16：30 岐阜市民病院　 認定試験の壁を乗り越えよう！！～学会発表の仕方と論文の書き方について～ 専門20点 26

西診療棟５階　中会議室 　学会発表はチャンスかも！？楽しんでみよう！ 岐阜大学医学部附属病院　検査部 太田 浩敏先生

　いま知りたい　論文の書き方　～論文の構成と論文で使う表現を中心に～ 東京医科大学微生物学講座　教授 大楠 清文先生

　質疑応答・意見交換

第4回研修会 2019年10月11日 17：30～20：00 中部圏支部医学検査学会（第58回） 1. 細菌検査を１年+２年経験して　～スキルアップのための取り組み～ 岐阜県立多治見病院　臨床検査科 髙橋　美沙紀　先生 専門20点 17

　　第4会場 2. 新人教育は、指導者育成でもあります。でも、これだけは心がけています。 岐阜大学医学部附属病院　検査部 太田　浩敏　先生

3. 技師会活動を通じた人財育成　 ～微生物検査仲間を増やすため～ 名古屋第二赤十字病院　医療技術部 原　祐樹　先生

第5回研修会 2019年11月16日 14：00 ～ 16：30 大垣市民病院　１病棟３階会議室 臨床検査士（微生物）試験報告会 ～実技試験を中心に～ 高山赤十字病院 萩原　健司先生 専門20点 24

微生物検査担当臨床検査技師が知っておくべきウイルス感染症 JA愛知厚生連江南厚生病院 舟橋　恵二先生

質疑応答・意見交換

第6回研修会 2020年3月7日 14：00 ～ 16：00 岐阜県立多治見病院　中央診療棟３階講堂 「令和元年度　臨床微生物部門　精度管理報告会」 株式会社メディック 長島 敏之先生 基礎20点

「微生物検査に必要な知識」 愛知医科大学病院　感染制御部 末松 寛之先生

合　計
101

　

※ 中止 



Ⅴ．移植検査部門

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 2019年6月30日 9：00 ～ 13：00 松波総合病院　南館MGHホール 【カラム凝集法を使用した輸血実技研修会】 専門20点 11

Ⅰ　実技研修　・血液型検査　　・不規則抗体検査

Ⅱ　講演　【カラム凝集法の基礎・応用】 バイオラッドラボラトリーズ株式会社

  診断薬カスタマーサポート部　シニアIH学術スペシャリスト

小黒　博之先生

第2回研修会 2019年8月24日 14：00 ～ 16：00 高山赤十字病院　3階大講堂 「ダラツムマブについて」 ヤンセンファーマ株式会社 武藤　純一先生 専門20点 19

『不規則抗体検査について』 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

      イムノヘマトロジー事業部 テクニカルサービス

吉田　純平先生

第3回研修会 2019年9月28日 14：00 ～ 16：00 岐阜市民病院　5階中会議室 『血液型検査について』 大阪医療技術学園専門学校 

  

　　　　　　　　　臨床検査技術科　非常勤講師

押田　眞知子先生 専門20点 26

第4回研修会 2020年1月12日 10：00 ～ 12：00 岐阜県立多治見病院　臨床検査科技師室 「岐臨技　精度管理報告　血液」 岐阜市民病院 乾　ゆう　技師 基礎20点 20

岐臨技　精度管理報告　輸血」 可児とうのう病院 樋口布抄子　技師

「フローサイトメーターの基礎とデータの見方」 ベックマン・コールター株式会社 髙野　邦彦　先生

第5回研修会 2020年2月9日 10：00 ～ 12：00 可児とうのう病院　2階講義室 『認定輸血検査技師制度について』 専門20点 18

 １）認定輸血検査技師制度について 岐阜大学医学部附属病院輸血部 浅野　栄太　技師

 ２）認定輸血検査技師試験を受験して 羽島市民病院臨床検査科 伊藤　智晴　技師

 ３）岐阜県内の認定輸血検査技師について 松波総合病院輸血部 森本　剛史　技師

合　計 94

輸血・細胞治療部門



Ⅵ．染色体・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 2020年3月7日 14：00 ～ 16：00 岐阜県立多治見病院　中央診療棟３階講堂 「令和元年度　臨床微生物部門　精度管理報告会」 株式会社メディック 長島 敏之先生 基礎20点

「微生物検査に必要な知識」 愛知医科大学病院　感染制御部 末松 寛之先生

第2回研修会

第3回研修会

合　計
0

染色体・遺伝子部門

※ 中止 



※ 会員６９名、学生１５名 計８４名 

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

2019/5/26 岐阜医療科学大学　早緑ホール 臨床検査総合部門　「採血について」 岐阜大学医学部附属病院 伊藤　大輔　技師 基礎20点

生物化学分析部門  「生化学免疫検査の基礎」 岐阜大学医学部附属病院 尾崎　洋平　技師

臨床血液部門 「血液検査の考え方～それは本当に正しい値？～」 下呂温泉病院 伊藤大樹　技師

臨床一般部門　「基礎から始める尿検査（仮）」 　岐阜市民病院 野村　貴丙　技師

≪ランチョンセミナー≫

　　「免疫学的検査の基礎について（仮）」 シスメックス株式会社　名古屋支店　学術サポート課 金　志勲先生

　　「尿定性検査のPre/Post Analysis～測定に与える影響について～」 アークレイマーケティング（株）学術推進チーム 中村　勇先生

臨床生理部門　「これだけは知っておきたい、心電図検査の基礎知識」 岐阜県総合医療センター 小路　達也　技師

臨床微生物部門　「微生物検査について（仮）」 岐阜県総合医療センター 後藤　雪乃　技師

輸血・細胞治療部門　「輸血検査の基礎（仮）」 松波総合病院 森本　剛史　技師

病理細胞部門「知ってほしい病理検査の基礎知識」 大垣市民病院 吉田　知代　技師

  平成31年度新人サポート研修会

新人サポート合同研修会



５．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

アイスブレイク企画　『さあ、みんなで考えよう!!　Bacteriaクイズ』

ランチョンセミナー1　『見やすいスライドの作り方』 江南厚生病院 河内　誠　技師

ランチョンセミナー2　『論文の書き方セミナー』 江南厚生病院 舟橋 恵二　技師

新時代に求められる問題解決力を高たのグループワーク

テーマ 1 『菌が生えてこない！！あたらどうする？培養困難菌編 』 刈谷豊田総合病院 染谷 友紀 技師

テーマ 2 『AST で貢献したい！！ 抗菌薬適正使用編  』 小牧市民病院 西尾 美津留　技師

テーマ 3 『”悪夢の細菌 ”と如何に闘うか  耐性菌編 』 愛知医科大学病院 坂梨 大輔　技師

特別講演 『カルバペネマーゼ産生腸内細菌科の最新知見 』 名古屋大学医部附属病院 中央感染制御部 八木 哲也　先生

静岡県総合研修所 もくせい会館 講演 1『子宮内膜細胞診の実際 』 関西医療大学 保健医療学部  臨床検査学科 教授 矢野 恵子　先生

（静岡県職員会館） 座長 石川県病理細胞部門 玉野裕子  先生

講演 2『婦人科領域の MRI はどう見えている？～MRI の基礎も含めて～（仮） 』 焼津市立総合病院  中央検査科 宮崎 研一 先生

座長 愛知県病理細胞部門 藤田 智洋 先

講演 3『婦人科領域の臨床と病理（仮）』 静岡赤十字病院 産婦人科 市川 義一　先生

座長 三重県病理細胞部門 金山 和樹　先生

講演 4『病理検査技師に必要な切り出しの知識 ～ 婦人科領域～』 東京慈恵会医科大学 病院理部　教授 清川 貴子　先生

座長 岐阜県病理細胞部門 日高 祐二　先生

講演 5『婦人科領域に有用な免疫組織化学染色 』 東京慈恵会医科大学 病理学講座 岩本 雅美　先生

座長 富山県病理細胞部門 林 宏　先生

『 WT1抗体サーベイ結果報告 』 静岡県立がんセンター 田代 広 先生

座長 中部圏支病理細胞門長 迫 欣二　先生

2020/1/18-19 三重県総合文化センター 講演1　 『呼吸機能検査のガイドラインと標準化』 金沢大学附属病院 中出 祐介　技師 専門30点

講演2   『標準純音聴力検査と語音聴力検査』 三重大学医学部附属病院 大原 奈里　技師

講演3　 『オーソドックスからスタンダードへ！～生理検査における医療安全を考える～』 松阪市民病院 宇城 研悟　技師

講演4　 『虚血性心疾患の診断と治療』 三重ハートセンター 鈴木 啓之　医師

第１会場【循環生理】

　講演1　『心電図波形のみかた』 松任石川中央病院 澤本 剛志　技師

　講演2  『不整脈のみかた』 伊勢赤十字病院 浅沼 里依子　技師

　講演3　『見逃してはいけない心電図の虚血変化』 岡村記念病院　 秋山 健太郎　技師

第２会場【超音波】

　講演1　『超音波検査の基本に立ち返る－大きな肝臓を制覇するために－』 藤田医科大学 刑部 恵介　技師

　講演2  『心臓の血行動態を識る ～心エコードプラ法の tricks ＆ traps ～』 三重ハートセンター 松林 正人　技師

　講演3　『アナタの検査をワンランク上げる！ ～頸動脈計測のコツ～』 名古屋大学医学部附属病院 笹木 優賢　技師

第３会場【神経生理】

　講演1　『てんかんの発作焦点　脳波で宝探し』 聖隷浜松病院 西村 光代　技師

　講演2  『基礎から学ぶ神経伝導検査』 伊勢赤十字病院 岡本 恵助　技師

　講演3　『明日からできる術中神経モニタリング～秘訣とコツ～』 奈良県立医科大学附属病院 高谷 恒範　技師

2019/11/9-10 富山地鉄ビル 佐伯ホール  ランチョセミナー～ 「甲状腺検査の標準化」～ 富士フィルム和光純薬株式会

講演1 臨床検査の品質保証～ 法改正を活用しよう　-本を再構築、検査室に留まらずリーダシップ発揮しよう -熊本保健科学大学 池田 勝義　先生

講演2 ALPと LD の常用基準法」について ロシュ・ダイアグノスッティク株式会社

講演3 生化学分野におけるデータトラブル事例集 株式会社シノテストR＆Dセンター生化学ユニット生化学チーム斉藤  知弘先生

講演4「感染症領域における遺伝子検査」 愛知医科大学病院感染制御部感染検査室主任 中村  明子先生

講演5 「起炎菌迅速同定法（Tm mapping法）、 起炎菌定量検査法、 および迅速薬剤感受性試験法

の開発」
富山大学附属病院  検査・輸血細胞治療部長 仁井見  英樹  先生

講演6  「症例から学ぶ難病診断へのアプローチ」 富山大学理事・副学長 北島  勲  先生

講演7「がんゲノム医療とNCCオンコパネルに関して」 シスメックス株式会社

日臨技中部圏支部研修会

第33回生理検査研修会

微生物部門研修会 2019/11/23 JA あいちビル 14階 講堂

病理細胞検査研修会 2020/1/18

 生物化学分析部門 /染色体・遺伝子部門 合同

研修会



令和元年度 精度管理事業部 事業報告 

 

1. 参加状況 

 全体の参加施設は合計 75 施設（医療施設 57、メーカー18）で、前年と比較して医療施設が 3

施設減少、メーカーは 2施設減少した。また、新規参加施設は岐阜地区で 2施設であった。 

 項目別では、便、輸血 Bが増加したが、臨床化学は減少した。 

 精度管理報告会の参加数は 87 名（技師会会員 78 名、非会員 9 名）で、昨年と比べて 19 名減

少した。 

2. 年間スケジュール 

 受付は例年通り 6月 1日から 15日までとした。 

 試料の発送は、8月 2５日（日曜日）に岐阜市民病院からゆうパックで発送した。 

 9月 11日に回答を締め切り、C、Dの評価施設には 1次報告書を発送した。 

 10 月中旬に 2 次サーベイを実施し、最終評価は 10 月 25 日、施設別報告書は 12 月 25 日に精

度管理事業部総括集と共に発送したが、評価対象外の設問が発生したため評価を修正して一部

の施設に再発送した。 

3. 参加費用、試料 

 昨年度と同様で、改定はなかった。 

4. 評価結果 

 1次評価においては C、D評価を含む施設が 40施設（昨年 46）認められたが、2次サーベイ後

は 14施設（昨年 16）まで減少し改善が認められました。 

 C、D 件数は、1 次評価で 195 件であったが、2次評価後は 23 件となった。部門別では臨床化

学が 82件減、生理検査が 30件減少、一般検査が 23件減少、血液検査が 15件減少、免疫血清

が 2件減少している。 

5. まとめ 

 参加施設数は、新規の医療施設が 2施設増加したが、合計は 75施設で昨年と比較して５施設減

少した。 

 1次評価によるC、D評価施設は、2次サーベイ後は大幅に減少し検査精度の改善が認められた。 

 共用基準範囲の採用施設は昨年度と比較して 7 施設増加しており、今後は採用施設が増加して

いくと考えられる。 

 

精度管理部長  佐藤 恵彦 



令和 元年度  組織調査部 事業報告 

 

１ 啓発および保健衛生事業 

 

（１） 令和元年度 検査と健康展 

開催日時：令和 元年 12月 １日（日） 10：00～15：00 

   場所：わかくさ・プラザ 

      岐阜県関市 

   主催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

      一般社団法人 岐阜県臨床検査技師会 

   共催：日本臨床検査専門医学会・臨床検査振興協議会 

   後援：厚生労働省・日本医師会・日本看護協会・全日本病院協会・日本臨床検査医

学会・日本臨床検査薬協会・日本臨床検査薬卸連合会・日本衛生検査所協会 

   対象：中学生・高校生・一般市民 

 

   事業内容： 

1.各部門による、検査室業務の紹介 

   【生物化学分析部門】 

   ・唾液アミラーゼモニターを利用した体験型ストレスチェック 100名 

   ・デンタルヘルスケア（口腔内環境を知る）40名 

   【臨床生理部門】 

   ・頸動脈エコー 130名 

   【臨床一般部門】 

   ・模擬尿（ジュースなど）による尿検査の実施 88名 

   【臨床血液部門】 

   ・貧血の検査、血球の説明（パネル展示）45名 

   【病理細胞部門】 

   ・口臭測定器による口臭測定（口腔がんの病理と予防）100名 

   【臨床微生物部門】 

   ・チェッカーを用いての手洗いチェック 110名 

   【輸血細胞治療部門】 

   ・学ぼう血液のゆくえ・輸血と血液型（パネル展示）80名 

   【臨床検査総合部門】 

   ・健康相談コーナー 29名 

   ・物忘れプログラムを用いた認知症検査 138名 

    



【その他】   

    臨床検査技師紹介 DVD上映 

 

    2.健康相談 

     専門医による健康相談（岐阜大学 伊藤先生、岐阜市民病院 内木先生） 

    

    3.リーフレット配布 

 

    技師派遣：32名 

    来場者数：330名 

 

（２） 各地区市民健康まつり 

① 令和元年度 第 30回高山市市民健康まつり 

日時：令和元年 10月 6日（日）9：30～14：00 

場所：高山市保健センター1階 

内容：物忘れプログラム・・・・・・41名 

骨密度測定・・・・・・・・・180名 

臨床検査コーナー来場者 221名 

技師派遣：10名 

 

② 令和元年度 第 24回大垣市市民の健康広場 

日時：令和元年 10月 20日（日）9：30～15：00 

場所：大垣城ホール 

内容：血管年齢測定・・・・・・・・242名 

骨密度測定・・・・・・・・・202名 

認知症検査・・・・・・・・・120名 

血液検査のパネルを用いた説明 

   臨床検査コーナー来場者 310名 

技師派遣：15名 

 

③ 令和元年度 第 40回 ぎふ市民健康まつり 

日時：令和元年 11月 4日（日）10：00～15：30 

場所：岐阜市民文化センター１階 催し広場 

内容：尿検査・・・・・・・・・・・232名 

   血管年齢測定・・・・・・・・744名 

頸動脈超音波検査・・・・・・136名 



臨床検査コーナー来場者 ・・1,112名 

技師派遣：30名 

 

（３）HIV・STI予防に関する事業 

① 令和元年度 MSM対象無料HIV検査会（主催 岐阜県健康福祉課） 

  日時：令和元年 11月 17日（日） 12：30～18：00 

場所：ハートフルスクエアＧ  

 技師派遣：4名 

 

② 令和元年度 HIV 予防啓発活動（西濃保健所と合同開催） 

  日時：令和元年 11月 16日（土） 8：00～11：00 

 場所：岐阜協立大学   

 技師派遣：12名 

 

２ 人材育成に関する事業（人材育成部会担当） 

①  ベッドサイド実践講習会 

日時：令和元年 9月 7日（土） 9：30 ～ 令和元年 9月 8日（日） 16：00 

場所：岐阜赤十字病院 会議室 

参加者：20名 

 

②  都道府県技師会リーダー育成研修会 

    日時：令和 2年 2月 9日（日） 9：00～16：10 

    場所：岐阜清流病院 会議室 

    参加者：19名 

 

３ 功労者表彰対象者、永年職務精励者選出 

 

 

 

 

組織調査部長 澤野 晴夫 



令和元年度 広報宣伝部事業報告 

 

 

１．会報「ぎふ臨技」の発行 

 

 

＜実績＞ 

岐臨技会報第 62号（2019.6.24） 

岐臨技会報第 63号（2019.11.20） 

岐臨技会報第 64号（2020.1.22） 

岐臨技会報第 65号（2020.5.20） 

 

 

  

掲載内容：各種学会報告、拡大研修会報告、各部門研修会の案内・報告、施設紹介、 

投稿記事など 

 

２．ホームページの維持管理 

  （株）ディックナレッジテクノソリューションを通じて 

各種情報を掲載 

 

３．ホームページ バナー広告協力メーカーの契約管理、新規獲得 

    10月～次年度 10月まで、36,000円/社 の年間計画 

  現在５社（積水メディカル（株）、栄研化学（株）、シーメンスヘルスケア、 

ラジオメーター（株）アークレイマーケティング（株））順不同 

   

 

 

広報宣伝部長 高崎昭彦 



令和元年度 渉外部事業報告 

 

1）令和元年度定時総会において、平成 30年度決算承認後、公益目的支出計

画実施報告書を作成し、電子申請を行なった 

 

     平成 30年度、公益目的支出は予定通り 

     

     終了予定年度：令和６年 3月 31日 

当該事業年度末日の公益目的財産残高：7,315,413円 

                    （令和元年 11月通知） 

 

     

   

  2）岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会大腸がん部門 

    岐阜県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 参加 

 

 

  ３）技師間の交流と親睦を図るため、岐臨技交流会を開催（R01.06.02） 

 

 

 

                        渉外部長  柴 千春 



令和元年度 庶務部事業報告 

  

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．理事会、常務理事会の開催案内送付（メ－ルにて） 

３．事務所使用管理 

４．日臨技、各種団体、会員、賛助会員よりの問い合わせ等の対応  

５．各種の書類管理 

６．理事会、常務理事会資料作成 

７．定時総会、理事会、常務理事会の議事録作成 

８．会費管理に関する事項の対応 

９．定時総会出席者の日臨技生涯教育制度への登録 

１０．事務所、マンション管理組合総会への出席  

  

２）事務所使用状況  

  １．岐臨技役員主催による会議等  

理事会、常務理事会、部門長会議、精度管理事業部会議、拡大研修会会議、岐阜市健

康まつり等で使用されました。 

  ２．一般会員の使用はありませんでした。  

  

３）事務所のカギ管理状況について  

平成 31年 4月 1日より令和 2年 3月 31日の期間において、鍵の管理状況は、紛失な

どの届出はなく適正に管理されていました。  

  

４）理事会、常務理事会  

  理事会 5回（4月、6月、9月、11月、1月開催）  

  常務理事会 5回（5月、8月、10月、12月、2月開催）  

  

庶務部長 後藤幸雄 



令和元年度決算書について 

 

１．「収支計算書（予算比較表）」は予算額と決算額を比較表示しています。経常収益合計は

14,282,377 円となり予算に比べ 98,677 円増加し、経常費用合計は 12,719,237 円となり 

同じく 1,464,463 円減少しました。 

 

次に主な増減事項を説明します。 

（１） 経常収益 

・①「入会金・会費収入」の「会費収入」の「正会員会費収入」は、次年度の状況が不確

定であるため、例年予算額を少なく見積もっており、決算額の方が大きくなりました。 

 「賛助会員会費収入」は、賛助会員の増加により、決算額の方が大きくなりました。 

・②「事業収入」の「研修会等参加費収入」の増加は、臨床微生物部門・臨床血液部門・

臨床生理部門にて中部圏支部学会前日にスキルアップ研修会を開催したことによるもの

です。 

「広告料収入」の減少は、主に岐阜県医学検査学会が中止となったことと、ホームペー

ジバナー広告料の減少によるものです。 

・③「交付金等収入」の「日臨技等交付金収入」の「学会研修会助成金収入」の減少は、

助成金の申請が、予算では 20 件のところ 17 件にとどまったことによるものです。 

（２） 経常費用の①事業費 

 ・「旅費交通費」の「旅費交通費」は、中部圏支部医学検査学会前日のスキルアップ研修

会、岐臨技交流会の送迎などで増額したものの、岐阜県医学検査学会をはじめとする 

学会・研修会、研究部門長会議をはじめとする会議・作業が中止となったこと、臨床生理

部門研修会、輸血細胞治療部門研修会の開催が予定より減少したことなどにより減額と

なりました。 

「食卓費」は、主に岐阜県医学検査学会、研究部門長会議が中止となったことにより 

減額となりました。 

 ・「消耗什器備品費」の「消耗什器備品費」は、デスクトップパソコンと椅子 30 脚を購入

しましたが、減価償却したため減額となりました。 

・「消耗品費」の「消耗品費」は、検査と健康展、臨床一般部門、輸血細胞治療部門、 

西濃地区健康イベント、ベッドサイド実践講習会で発生が無かったこと、岐阜県医学検査

学会が中止となったことなどにより減額となりました。 

「試料・試薬代」は、主に輸血細胞治療部門が少額であったため減額となりました。 

 ・「修繕費」の「修繕費」は、修繕が少なく減額となりました。 

・「印刷製本費」の「製本費」は、予算より印刷・製本代金が値上がりしていたことと、

ベッドサイド実践講習会で製本費が発生したことにより増額となりました。 



・「諸謝金」の「講師等謝礼金」は、中部圏支部学会前日のスキルアップ研修会分の増額

があったものの、リーダー育成研修会を会員講師で実施したこと、岐阜県医学検査学会な

どが中止となったことにより減額となりました。 

・「支払負担金」の「会場費」は、岐臨技交流会で発生が無かったこと、岐阜県医学検査

学会が中止となったこと、病理細胞部門が少額であったことにより減額となりました。 

「支払報酬」は、会計士との契約更新に伴い増額となりました。 

・「支払助成金」の「地区活動費」は、中部圏支部医学検査学会で発生がなく減額となり

ました。 

・予備費の流用は行いませんでした。 

計上費用の②管理費 

・「減価償却費」の「減価償却費」は、今年度購入したデスクトップパソコンと椅子 30 脚

の減価償却の発生により増額となりました。 

 

２．「正味財産増減計算書」は前年度と当年度の決算額を比較表示しています。経常収益計

（14,282,377 円）は前年度に比べ 229,372 円増加し、経常費用計（12,719,237 円）は同じ

く 1,075,972 円減少しました。一般正味財産期末残高は 19,502,020 円となり、前年度に 

比べ 1,563,140 円増加しました。 

 

 次に主な増減事項を説明します。 

（１） 経常収益 

 ・「入会金・会費収入」の「会費収入」は、「正会員会費」が 31 名増加しました。 

・「事業収入」の「広告料収入」は、主に岐阜県医学検査学会が中止となったこと、春季

拡大研修会のランチョンセミナーを 1 社としたことにより減額となりました。 

（２） 経常費用の①事業費 

 ・「旅費交通費」の「日当」は、前年度には実施した中部圏支部医学検査学会の会議・ 

視察が行われなかったこと、岐阜県医学検査をはじめとする学会・研修会・会議・作業が

中止となったこと、岐阜地区健康イベントが前年度より少人数で実施されたことなどに

より減額となりました。 

「旅費交通費」は、前年度実施した中部圏支部医学検査学会の会議・視察、初級職能開

発講習会・認知症対応研修会がなかったこと、岐阜県医学検査をはじめとする学会・研修

会・会議・作業が中止となったことなどにより減額となりました。 

「食卓費」は、前年度実施した中部圏支部医学検査学会の会議・視察、初級職能開発講

習会・認知症対応研修会がなかったこと、新人サポート研修会が少額だったため減額とな

りました。 

 ・「印刷製本費」の「製本費」は、岐阜県医学検査学会、秋季拡大研修会、学術誌の発行、

新人サポート研修会で前年度より少額で、減額となりました。 



「印刷費」は、秋季拡大研修会、臨床血液部門、臨床生理部門で発生し、増額となりま

した。 

・「消耗什器備品費」の「消耗什器備品費」、「諸謝金」の「講師等謝礼金」の減額は、収

支計算書と同じ理由です。 

・「支払負担金」の「支払報酬」の増額は、収支計算書と同じ理由です。 

計上費用の②管理費 

・「旅費交通費」の「旅費交通費」は、前年度より理事会が 1 回少なかったこと、常務理

事会が 1 回中止となったことにより減額となりました。 

 

３．「貸借対照表」と「財産目録」の負債の部の「前受金」のうち 8,320,000 円は、令和 2 年 

度分の正会員会費が令和元年度中に入金のあったものです。正会員会費のほとんどが前年 

度中に入金されることは毎年度同じです。 

 

会計部長 川合 直樹 



予算額 決算額 増　減

Ⅰ　経常収益増減の部

(1)　経常収益

　①　入会金･会費収入 9,420,000 9,979,500 △ 559,500

入会金収入 20,000 29,500 △ 9,500

入会金収入 20,000 29,500

会費収入 9,400,000 9,950,000 △ 550,000

正会員会費収入 8,500,000 8,930,000

賛助会員会費収入 900,000 1,020,000

　②　事業収入 3,002,500 2,656,500 346,000

精度管理収入 1,220,000 1,196,000 24,000

精度管理参加費収入 1,220,000 1,196,000

研修会収入 832,500 954,500 △ 122,000

研修会等参加費収入 832,500 954,500

広告収入 950,000 506,000 444,000

広告料収入 950,000 506,000

　③　交付金等収入 1,756,000 1,628,500 127,500

日臨技等交付金収入 1,756,000 1,628,500 127,500

公益事業助成金収入 30,000 80,000

学会研修会助成金収入 1,203,000 981,500

その他助成金 523,000 567,000

　④　寄付金収入 5,000 0 5,000

寄付金収入 5,000 0 5,000

寄付金 5,000 0

　⑤　雑収入 200 17,877 △ 17,677

雑収入 200 17,877 △ 17,677

預金利息 200 155

雑収入 0 17,722

経常収益合計 14,183,700 14,282,377 △ 98,677

(2)　経常費用

　①　事業費 13,163,070 11,760,526 1,402,544

給与手当 2,232,500 2,277,014 △ 44,514

事務員給与 2,232,500 2,277,014

法定福利費 336,520 422,808 △ 86,288

社会保険料 319,600 401,268

労働保険料 16,920 21,540

福利厚生費 40,000 28,136 11,864

慶弔費 10,000 10,000

褒賞費 30,000 18,136

旅費交通費 2,603,600 2,256,400 347,200

日当 741,000 688,000

旅費交通費 972,100 812,030

食卓費 890,500 756,370

通信運搬費 1,085,000 1,103,083 △ 18,083

配送料 523,000 545,921

電話料金 112,000 123,002

ホームページ維持費 450,000 434,160

消耗什器備品費 278,000 32,016 245,984

消耗什器備品費 278,000 32,016

消耗品費 1,453,500 1,222,696 230,804

消耗品費 355,100 228,075

試料・試薬代 1,098,400 994,621

令和元年度　一般社団法人岐阜県臨床検査技師会　

収　支　計　算　書（予　算　比　較　表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年4月1日から令和2年3月31日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

科　　目



(単位：円)

予算額 決算額 増　減

修繕費 135,000 30,780 104,220

修繕費 135,000 30,780

印刷製本費 1,633,400 1,849,286 △ 215,886

製本費 1,158,600 1,299,479

印刷費 474,800 549,807

光熱水料費 150,350 130,563 19,787

ガス料金 82,450 26,365

電気料金 67,900 104,198

賃借料 210,400 267,976 △ 57,576

機器リース料金 210,400 267,976

諸謝金 1,197,800 873,414 324,386

講師等謝礼金 940,000 576,734

講師等旅費交通費 222,800 268,505

その他謝礼 35,000 28,175

租税公課 133,000 129,200 3,800

固定資産都市計画税 58,000 57,200

法人市民県民税 72,000 72,000

その他租税 3,000 0

支払負担金 1,049,300 1,101,532 △ 52,232

会場費 394,700 211,002

セミナー等参加費 30,000 56,000

管理組合費 256,000 256,130

友誼団体費 23,000 53,000

支払報酬 325,000 484,000

廃棄料 10,000 400

振込手数料 10,600 38,460

保険料 0 2,540

支払助成金 450,000 0 450,000

地区活動費 450,000 0

雑費 55,000 35,622 19,378

雑費 55,000 35,622

予備費 119,700 0 119,700

予備費 119,700 0

　②　管理費 1,020,630 958,711 61,919

給与手当 142,500 142,500 0

事務員給与 142,500 142,500

法定福利費 21,480 26,986 △ 5,506

社会保険料 20,400 25,612

労働保険料 1,080 1,374

旅費交通費 621,000 532,015 88,985

日当 185,000 148,000

旅費交通費 350,000 275,360

食卓費 86,000 108,655

通信運搬費 30,000 41,372 △ 11,372

通信費 30,000 41,372

減価償却費 100,000 210,521 △ 110,521

減価償却費 100,000 210,521

光熱水料費 4,650 4,037 613

ガス料金 2,550 815

電気料金 2,100 3,222

支払負担金 46,000 0 46,000

登記料 45,000 0

振込手数料 1,000 0

雑費 5,000 1,280 3,720

雑費 5,000 1,280

予備費 50,000 0 50,000

予備費 50,000 0

経常費用合計 14,183,700 12,719,237 1,464,463

当期収支差額 0 1,563,140 △ 1,563,140

合計 14,183,700 14,282,377 △ 98,677

科　　目



当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１　経常増減の部

(1)　経常収益

　①　入会金･会費収入 9,979,500 9,603,500 376,000

入会金収入 29,500 23,500 6,000

入会金収入 29,500 23,500

会費収入 9,950,000 9,580,000 370,000

正会員会費収入 8,930,000 8,620,000

賛助会員会費収入 1,020,000 960,000

　②　事業収入 2,656,500 2,873,900 △ 217,400

精度管理収入 1,196,000 1,210,000 △ 14,000

精度管理参加費収入 1,196,000 1,210,000

研修会収入 954,500 857,900 96,600

研修会等参加費収入 954,500 857,900

広告収入 506,000 806,000 △ 300,000

広告料収入 506,000 806,000

　③　交付金等収入 1,628,500 1,575,450 53,050

日臨技等交付金収入 1,628,500 1,575,450 53,050

公益事業助成金収入 80,000 30,000

学会研修会助成金収入 981,500 1,020,000

その他助成金 567,000 525,450

　④　雑収入 17,877 155 17,722

雑収入 17,877 155 17,722

預金利息 155 155

雑収入 17,722 0

経常収益計 14,282,377 14,053,005 229,372

(2)　経常費用

　①　事業費 11,760,526 12,694,132 △ 933,606

給与手当 2,277,014 2,216,412 60,602

事務員給与 2,277,014 2,216,412

法定福利費 422,808 335,057 87,751

社会保険料 401,268 316,447

労働保険料 21,540 18,610

福利厚生費 28,136 42,266 △ 14,130

慶弔費 10,000 23,000

褒賞費 18,136 19,266

旅費交通費 2,256,400 3,181,565 △ 925,165

日当 688,000 903,000

旅費交通費 812,030 1,176,740

食卓費 756,370 1,101,825

通信運搬費 1,103,083 1,061,840 41,243

配送料 545,921 519,045

電話料金 123,002 108,635

ホームページ維持費 434,160 434,160

消耗什器備品費 32,016 140,820 △ 108,804

消耗什器備品費 32,016 140,820

消耗品費 1,222,696 1,224,623 △ 1,927

消耗品費 228,075 263,926

試料代 994,621 960,697

修繕費 30,780 39,180 △ 8,400

修繕費 30,780 39,180

令和元年度　一般社団法人岐阜県臨床検査技師会　

正　味　財　産　増　減　計　算　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年4月1日から令和2年3月31日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

科　　目



(単位：円)

当年度 前年度 増　減

印刷製本費 1,849,286 1,887,258 △ 37,972

製本費 1,299,479 1,481,429

印刷費 549,807 405,829

光熱水料費 130,563 158,206 △ 27,643

ガス料金 26,365 60,463

電気料金 104,198 97,743

賃借料 267,976 239,196 28,780

機器リース料 267,976 239,196

諸謝金 873,414 1,152,582 △ 279,168

講師等謝礼金 576,734 904,906

講師等旅費交通費 268,505 196,992

その他謝礼 28,175 50,684

租税公課 129,200 129,200 0

固定資産都市計画税 57,200 57,200

法人市民県民税 72,000 72,000

支払負担金 1,101,532 885,927 215,605

会場費 211,002 199,602

セミナー等参加費 56,000 46,000

管理組合費 256,130 254,834

友誼団体費 53,000 33,000

支払報酬 484,000 324,000

廃棄料 400 0

振込手数料 38,460 24,300

保険料 2,540 4,191

雑費 35,622 0 35,622

雑費 35,622 0

　②　管理費 958,711 1,101,077 △ 142,366

給与手当 142,500 142,500 0

事務員給与 142,500 142,500

法定福利費 26,986 20,979 6,007

社会保険料 25,612 20,555

労働保険料 1,374 424

旅費交通費 532,015 702,408 △ 170,393

日当 148,000 180,000

旅費交通費 275,360 389,950

食卓費 108,655 132,458

通信運搬費 41,372 37,720 3,652

通信費 41,372 37,720

減価償却費 210,521 139,311 71,210

減価償却費 210,521 139,311

光熱水料費 4,037 4,893 △ 856

ガス料金 815 1,870

電気料金 3,222 3,023

支払負担金 0 52,186 △ 52,186

登記料 0 48,410

会場費 0 3,560

振込手数料 0 216

雑費 1,280 1,080 200

雑費 1,280 1,080

経常費用計 12,719,237 13,795,209 △ 1,075,972

当期経常増減額 1,563,140 257,796 1,305,344

　　一般正味財産期首残高 17,938,880 17,681,084 257,796

　　一般正味財産期末残高 19,502,020 17,938,880 1,563,140

Ⅱ正味財産期末残高 19,502,020 17,938,880 1,563,140

財務諸表に対する注記

1 固定資産の減価償却の方法

    建物、什器備品は、定額法によっております。

2消費税等の会計処理

    消費税の会計処理は、税込方式によっております。

科　　目



当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現金 29,460 107,000 △ 77,540
預金 23,799,473 22,054,467 1,745,006
未収金 0 90,000 △ 90,000

精度管理参加費 0 70,000 △ 70,000
広告料 0 20,000 △ 20,000

　　流動資産合計 23,828,933 22,251,467 1,577,466

２．固定資産

(1)　基本財産
土地 490,800 490,800 0
建物 3,226,807 3,346,318 △ 119,511

(2)　その他固定資産
什器備品 285,480 99,015 186,465

　　固定資産合計 4,003,087 3,936,133 66,954

資産合計 27,832,020 26,187,600 1,644,420

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

前受金 8,330,000 8,050,000 280,000
正会員会費 8,320,000 8,000,000 320,000
賛助会員会費 0 30,000 △ 30,000
広告料 10,000 20,000 △ 10,000

未払金 0 189,511 △ 189,511
食卓費 0 118,691 △ 118,691
会場費 0 66,540 △ 66,540
印刷費 0 3,280 △ 3,280
機器リース料 0 1,000 △ 1,000

預り金 0 9,209 △ 9,209
講演料等租税 0 9,209 △ 9,209

　　流動負債合計 8,330,000 8,248,720 81,280

負債合計 8,330,000 8,248,720 81,280

Ⅲ　正味財産の部

１．一般正味財産 19,502,020 17,938,880 1,563,140

（うち基本財産への充当額） (3226807) (3346318) (△119511)

正味財産合計 19,502,020 17,938,880 1,563,140

負債及び正味財産合計 27,832,020 26,187,600 1,644,420

令和元年度　一般社団法人岐阜県臨床検査技師会

科　　　　目

貸　借　対　照　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円）



Ⅰ　資産の部

１．流動資産

　 現金預金

現金 29,460

普通預金 十六銀行県庁支店 23,799,473

　　流動資産合計 23,828,933

２．固定資産

(1)　基本財産

土地 敷地権 490,800

建物 コスタ岐阜県庁前６０３号室 3,226,807

基本財産合計 3,717,607

(2)　その他固定資産

什器備品 デスクトップパソコン 159,750

学術用ノートパソコン 69,300

椅子30脚 56,416

ノートパソコン　2台 2

プロジェクター　2台 2

キャノンレーザープリンター 1

ハンディースキャナー 1

ビデオカメラ・デジタルカメラ 1

フリーザー 1

エアコン 1

ジャンパー・幟・横断幕 1

長机・折りたたみｲｽ（ﾃｰﾌﾞﾙ10,ｲｽ30） 1

書庫(ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ2） 1

ガスファンヒーター　1台 1

事務机・事務イス 1

その他固定資産合計 285,480

　　固定資産合計 4,003,087

資産合計 27,832,020

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

前受金

正会員会費 8,320,000

広告料 10,000

　流動負債合計 8,330,000

負債合計 8,330,000

正味財産 19,502,020

令和元年度　一般社団法人岐阜県臨床検査技師会

科　　　目 金　　　額

財　産　目　録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円）





◆第二号議案 

岐臨技定款 第二章会員（法人の構成員）第 6条（1）正会員  条件変更 

 

現在 

正会員 臨床検査技師または衛生検査技師の資格を有し、この法人の目的に賛同 

     して入会した個人 

改訂後 

正会員 臨床検査技師または衛生検査技師の資格を有し、かつ日本臨床衛生検査技師 

会の会員であり、この法人の目的に賛同して入会した個人 

 

改訂の理由 

 令和元年度の日本臨床衛生検査技師会総会（以下、日臨技）で、『日臨技会員となるに

は都道府県技師会の会員であること』に条件変更された。岐阜県臨床検査技師会（以下、

岐臨技）は、各事業の運営・会員サポートにおいて日臨技と両輪で進めている認識を持っ

ている。また、日臨技は、医療事故保険の自動加入や自然災害被災補償、生涯教育制度の

履修等、臨床検査技師としてのサポート体制が充実している。よって、岐臨技正会員の条

件を、『臨床検査技師または衛生検査技師の資格を有し、かつ日本臨床衛生検査技師会の会

員であり、この法人の目的に賛同して入会した個人』に変更するものである。 

 

 

 

◆第三号議案 

岐臨技定款 第二章会員（法人の構成員）第 6条（2）名誉会員 新名誉会員の承認 

 

名誉会員は、本会に功績のあった正会員で理事会の推薦に基づき、総会において承認され

た個人とされている。 

名誉会員・表彰規定第 3条により 

近藤 眞一さん（平野総合病院）を推薦する。 



第四号議案　令和2・3年度役員の承認

　　理事候補

理事（岐阜地区） 佐々木　健太 岐阜大学医学部附属病院

理事（岐阜地区） 近藤　眞一 平野総合病院

理事（岐阜地区） 榊間　利政 岐阜市民病院

理事（岐阜地区） 渡邊　景介 東海中央病院

理事（岐阜地区） 笹川　美佳　 羽島市民病院

理事（西濃地区） 浅野　敦 大垣市民病院

理事（西濃地区） 寺田　浩史 西美濃厚生病院

理事（西濃地区） 林　淳司 メディック

理事（飛騨地区） 菅沼　康久 久美愛厚生病院

理事（飛騨地区） 小池　正顕 下呂温泉病院

理事（飛騨地区） 中桐　あさ子 国民健康保険　飛騨市民病院

理事（中濃地区） 安江　香里 医療法人白水会　白川病院

理事（中濃地区） 玉置　和仁 岐阜県厚生連　中濃厚生病院

理事（中濃地区） 宮内　隆昌 八幡病院

理事（東濃地区） 高梨　喜子 県立多治見病院

理事（東濃地区） 加藤　雅子 土岐市立総合病院

理事（東濃地区） 野々部　透 市立恵那病院

理事(学術部長） 渡邊　宜典 岐北厚生病院

理事(精度管理部長） 武藤　延秋 東濃厚生病院

理事(組織調査部長） 澤野　晴夫 総合保健センター

理事(広報宣伝部長） 市川　浩良 中津川市民病院

理事(渉外部長） 伊藤　千春 ききょうの丘健診プラザ

監事 深川　富法 岐阜市民病院

監事 武藤　次郎 岐阜赤十字病院

　　学術部・精度管理事業部・組織調査部・広報宣伝部・渉外部の部長候補

　　監事候補




