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平成 28年 4月吉日 

会員・賛助会員 各位 

 

（一社）岐阜県臨床検査技師会 

 会長 兼子 徹 〈公印略〉 

副会長  浅野 敦 

西濃地区理事  松浦康博 

関 敏秀 

 

 

 

 

 

 

拝啓 

春暖の候、会員の皆様にはますますご健勝にてご活躍のこととお喜び申しあげます。 

平素は格別のご理解とご協力をいただき厚く感謝申し上げます。 

さて、この度平成 28 年度 春季拡大研修会と定時総会を下記の要項で開催することとなり

ました。会員の皆様には、お忙しいとは存じますが、多数の会員の方々のご参加をお願い申し

上げます。 

敬具 

 

記 

 

【日時】 平成 28年 6月 5日（日） 午前 9時 受付開始・午前 9時 30 開始 

【会場】 大垣市情報工房（インターネット ＨＰ参照）TEL 0584-75-7000  

5階 スインクホール ●JR大垣駅から車で約５分 バスで約 10分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）岐阜県臨床検査技師会 

平成 28年度 春季拡大研修会 / 定時総会 
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【参加費】 1,000円  

【申込み】 別紙参加申込書にご記入の上 平成 28年 5月 27日（金）までに、FAX または郵

送にてお申込み下さい。 

事前申込みの方に限り、お弁当を用意させて頂きます。 

送り先 FAX 058-213-0220 

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

（一社）岐阜県臨床検査技師会事務所 春季拡大研修会係 

（℡058-275-5596） 

 

【広告協賛の募集】 広告協賛を募集します。 

上記（一社）岐阜県臨床検査技師会事務所まで、お申し込み下さい。 

締め切り日H28年 4月 30日（土）受付分まで。広告規定（A4サイズ縦・1ページ 10,000円）

モノクロ印刷し、抄録集に広告ページとして掲載、参加会員に配布します。 

広告データ（PDFファイル）は、下記の【問い合わせ】宛てにメール送信にてお願いします。 

 

※ この研修会は日臨技生涯教育制度に事前登録してあり、県学会参加者には専門（20 点）

が、総会出席者には基礎（30点）が認定されます。受付にて会員カードをご提示下さい。 

【注意】 定時総会出席者に与えられる基礎30点は、拡大研修会終了後に定時総会受付 

 にて再度会員カードの提示が必要となります。 

※ 本研修会は「日本糖尿病療養指導士認定のための学会」として、医療職研修＜第 1 群＞

糖尿病療養指導研修単位 1単位が認定されます。 

※ 当会は会員証を使用したバーコードスキャナーにて受付しますので「会員証（プラスチック

製）」を必ずご持参下さい。 

 

【問い合わせ】 

揖斐厚生病院 検査科 関 敏秀 

〒501 - 0696 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪 2547番地 4 

電話 :  0585 - 21 - 1111 （代表） 

メール先 ： 揖斐厚生病院 検査科 ＜ ibi.kensaka@gfkosei.or.jp＞ 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ibi.kensaka@gfkosei.or.jp
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9：00   受付開始 

9：30  （一社）岐阜県臨床検査技師会 会長挨拶 兼子 徹 

9：40 ～ 10：40 〈 病理・細胞 部門 研修会 〉 

『 からだに優しいがん治療 －大腸癌を例にあげて－ 』 

東海中央病院 副院長（第１外科部長） 日比健志 先生 

司会：東海中央病院 検査部 日高 祐二 技師 

10：50 ～ 11：50 〈 臨床一般 部門 研修会 〉 

『 大腸がん検診最近の話題 －新たなモダリティーの登場とその位置付け－ 』 

岐阜赤十字病院 副院長 名倉一夫 先生 

司会：岐阜赤十字病院 検査部 林 晃司 技師 

12：00 ～ 13：00  ランチョンセミナー 

 ロッシュ・ダイアグノスティックス株式会社 谷 洋一氏 

    『 分子標的治療薬選択のためのコンパニオン診断 』 

 栄研化学株式会社 マーケティング推進室 阿部雅仁氏 

『 H.pyloriにおける感染診断法の現状と胃がんリスク診断“ABC分類” 』 

13：00     市民公開講座 受付・入場開始 

13：20 ～ 14：20  市民公開講座 

『 思春期の子どもとその周囲の大人に知っておいてほしいメンタルヘルスの基礎知識 』  

講師 東京大学大学院教育学研究科 博士課程 

看護師・保健師 小塩靖崇 先生 

 

 

 

 

14：30  閉会・定時総会受付  

～ 16：00 平成 28年度 定時総会 

平成 28年度 春季拡大研修会 / 定時総会 日程表 

    メインテーマ 『 大腸・内視鏡 』 

〈 ご講演の内容 〉 

1. 精神疾患は誰にでも起きること 

2. 精神疾患には生活習慣も影響すること-睡眠（夜更かしや睡眠不足）など 

3. 精神疾患は（一人で抱え込まず）早めに相談することが大事であること 

4. 精神疾患を早期発見するために知っておくべき症状 

5. 友達に精神疾患を含め精神的不調について相談された時の適切な対応 

★５つのポイントについて、我々の研究を含め国内外の調査研究を引用しながら 

説明します。 

 



施設名

参加者名 会員番号 弁当 参加者名 会員番号 弁当

(一社） 岐阜県臨床検査技師会

　　　平成28年　春季拡大研修会参加申込書

平成28年5月27日（金）必着

※記入しきれない場合はこの用紙をコピーしてお申込み下さい

送付先　（一社）岐阜県臨床検査技師会事務所
〒500－8384 岐阜市藪田南3丁目5番地10

コスタ岐阜県庁前ビル6階603号室
FAX 058-213-0220
℡ 058-275-5596

昼食有りの方は○、不要の方は ×を弁当欄に記入してください。
【連絡事項】



講師 小塩靖崇（おじおやすたか） 

東京大学大学院 教育学研究科 身体教育学コース 博士課程 

看護師・保健師 

思春期の子どもとその周囲の大人に  
知っておいてほしいメンタルヘルスの

基礎知識 
“精神疾患は一生のうちで全人口の数人に1人がかかります 
（近年の疫学調査によると、日本では約5人に1人）。このうち 
その半数は思春期に始まります。しかし一方で、多くの子供や 
その周囲の大人は、心に「不調や病気」があることを知らず、 
具体的にどのような兆候や症状が現れるのかほとんど考えた 
こともありません。その結果、精神的不調や精神疾患はなか 
なか気付かれず、対処できません。精神的不調や精神疾患 
が急に増え始める思春期にそれらの知識を身につけておけば、 
子供たちが将来にわたって健康で快適な生活を送れる可能性 
が高まります。私たちは、そのような心の健康や不調、それに 
対する対処の知識（メンタルヘルスリテラシーと呼びます）を身 
につけるための学校での教育プログラムを開発しています。 

 本講演では、このプログラムに含まれるアニメを用いて、思春 
期の子供とその周囲の大人に知っておいてほしいメンタルヘ 
ルスの基礎知識についてお話しします。” 

問い合わせ先 

〒500-8384 岐阜市藪田南3-5-10 コスタ岐阜県庁前603号室 （一社）岐阜県臨床検査技師会事務所 

 春季拡大研修会係 （℡058-275-5596） 

  受付開始 13：00  
    会場（ TEL 0584-75-7000 ）    開演 / 13：20  終演 / 14：20 

  大垣市情報工房 5 階 スインクホール 

    ●JR大垣駅から車で約５分 バスで約10分 

    （一社）岐阜県臨床検査技師会 

    平成28年度 春季拡大研修会 

       市 民 公 開 講 座 

２０１６年 

6月5日 

 参加費 ： 無料 対象者 ： 市民、教員・学校関係者、医療・福祉関係者、福祉・心理・看護系大学に所属 

         する大学生・大学院生、学校メンタルヘルスリテラシーに関心のある方など 


