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平成28年度を迎えて

公益社団法人愛知県臨床検査技師会
会長　椙山 広美

　平素は、当会の事業活動にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
　平成28年度は、診療報酬改定で始まりました。今回の改定は、平成
30年の同時改定も見据えて、前回の改定に続き「地域包括ケアシステ
ムの推進」と医療機能の分化・強化、連携に重点を絞り具体化しており、
入院患者の絞り込み、在宅・外来、薬局で常時対応等を求める「かか
りつけ評価」をさらに進めています。このような改定の中で、医療の
質向上が望まれ我々の責務も大変重要となります。昨年は、４月１日
から臨床検査技師が診療の補助として採血に加え、検体採取が出来る
ことになりました。今後は、検体採取、検査説明を実施することで検
査結果の精度保障が確保されます。さらに、的確な検査説明を行なう
ことで、医師、看護師の業務軽減に繋がることが、臨床の現場で臨床
検査技師の確固たる存在になると考えます。質の高い臨床検査の適正
な評価として、「国際標準検査管理加算」の新設がありました。今後、
「ISO15189」の認定取得も増えると考えます。そして、今後の改定に
向けては、チーム医療の中で実績を積むことが重要になり、検体採取
等に関する厚生労働省指定講習会の修了証書を受理した臨床検査技師
が、検査業務の一貫として検体採取を行なうこと。また、病棟で検査
技師が業務を行なう等推進が更に必要になります。
　さて、昨年度公益社団法人になって初めての愛知県の監査がありま
したが、問題なく終了しました。これもひとえに役員並びに会員の皆
様のご協力によるものと感謝申し上げます。今年度も、平成27年11月
の理事会で承認された平成28年度重点実施事項の目標を達成するため
計画にそって事業を展開してまいりますが、特に、６月には役員の改
選があります。定時総会後新役員での事業運営となります。そして、
平成29年度に開催する中部圏支部学会の準備にも入ります。忙しい1
年になりそうです。
　最後に、宮島日臨技会長が、参議院比例代表の自由民主党公認候補
予定者となり、愛臨技は全面的に応援をしていきます。現在、「宮島
よしふみ後援会」が設立され、多くの方々に会長を知っていただき一
人でも多くの応援者を増やすべく活動をしています。会長は、臨床検
査技師をはじめ医療関連団体の代表として国政へ出る決断をされまし
た。皆様の絶大なるご協力をお願い申し上げます。
　今年度もよろしくお願い申し上げます。

◆平成28・29年度 
　副会長候補者選挙結果について････････（2）
◆愛臨技平成27年度 
　スキルアップセミナー････････････････（3）
◆広報部からのお知らせ1 ･･････････････（4）
◆平成27年度日臨技中部圏支部 
　病理細胞検査研修会報告･･････････････（5）
◆知多地区研修会に参加して････････････（6）
◆第33回 
　愛臨技東三河地区研究会に参加して････（6）
◆西三河地区研修会に参加して･･････････（7）
◆広報部からのお知らせ２･･････････････（7）
◆地区だより･･････････････････････････（8）
◆研究会･･････････････････････････････（9）
◆第17回愛知県医学検査学会のご案内 ･･（10）
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　平成28年３月１日（火）午後２時30分より公益社団法人愛知県臨床検査技師会事務所にて立会者立会の元、
開票作業を厳正に行いました。
　結果は以下の通りです。

当選 中　根　生　弥（厚生連豊田厚生病院） 694票

当選 所　　　嘉　朗（愛知県がんセンター中央病院） 633票

当選 藤　田　　　孝（藤田保健衛生大学病院） 535票

次点 岡　田　　　元（厚生連安城更生病院） 253票

岩　尾　文　彦（国立病院機構名古屋医療センター） 224票

　選挙人数は3,067名、投票数は2,422票、投票率は78.97％でした。
　また、無効票は83票で、無効投票率は3.43％でした。

以上

平成28・29年度
副会長候補者選挙結果について

27愛臨技選管発第４号
平成28年３月３日

公益社団法人愛知県臨床検査技師会
選挙管理委員会委員長　新美　宗彦

公益社団法人愛知県臨床検査技師会
　　会　員　各　位
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　２月７日（日）名古屋市立大学にて「多発性骨髄腫」
をテーマとしたスキルアップセミナーを開催いたし
ました。106名の参加があり、ほぼ一日どっぷり「多
発性骨髄腫」に漬かった感じがしました。多発性骨
髄腫はモノクローナルなM蛋白を産生し、骨破壊を
もたらす形質細胞腫瘍です。多彩な臨床症状を呈し、
骨病変や、腎障害など、臨床検査データも様々な分
野で異常値を示します。実際の症例データをもとに、
確定診断へのアプローチ方法と、治療経過などを習
得する良い機会になったと思います。
　今回は、各研究班の代表者に「多発性骨髄腫」の
特徴的な臨床検査値について説明をして頂き、名古
屋市立大学正木彩子先生によるR-CPCを行いまし
た。正木先生には初発症状の異なる「多発性骨髄腫」
数例をご呈示頂き、参加者でその特徴的な臨床検査
値について検討しました。また、ランチョンセミナ
ーでは大同病院伊藤公人部長から様々な症候を呈す
る「多発性骨髄腫」における最新の治療についてお
話をうかがうことができました。
　愛臨技学術部では、年２回９つの研究班が合同で
セミナーを実施しています。１回目は６月頃に「新
人サポート研修」を、そして２回目が、この時期に
行う「スキルアップセミナー」です。文字通り前者
が４月に入社された技師および入社２，３年目まで
の技師を対象にして緊急・当直業務を修得すること
を目的としているのに対して、後者は中堅からベテ
ランを対象として、より専門的な内容となっていま
す。もちろん学び直しの参加も大歓迎です。私たち
は日頃、それぞれの依頼検査データを、正確且つ迅
速に依頼元へ返すことを第一に心がけています。し
かし、ともすれば知識や技術がより専門的に特化さ

れる傾向にあり、他部門の検査データ動向を見逃す
こともあります。本セミナー参加者は、検査データ
を、多方面から見ることで症候ごとの診療の流れを
身につけ、さまざまな検査値から疾患を推測し、い
ち早く次の検査を準備できるような知識を身につけ
ることができたのではないかと思います。
　愛臨技学術部では、今後もこういったコラボレー
ション企画を推進していきます。ご期待ください。

愛臨技平成 27年度スキルアップセミナー

学術部長　滝野　　寿

2016年3月10日現在　正会員数　3,052名

※求人情報、理事会議事録はホームページを
御覧いただくか、事務所へお問合せください。

生涯教育点数が関係する行事に参加される方
は、必ず会員証をお持ち下さい。
会員証をお忘れになった方は、自己申請して頂
くことになります。
申請用紙は愛臨技HPの各種手続きにあります。

お知らせ
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　２月７日（日）の多発性骨髄腫のスキルアップセ
ミナーに参加しました。
　私はルーチン業務で生化学部門を担当しています
が、多くの検体を処理する上で、なかなか「この疾
患は何だろう、他に何の検査をしているのかな？」
と１つ１つ調べたり深く考えることが出来ないま
ま、結果を報告しているのが現状です。
　そこで今回多発性骨髄腫という１つの疾患を、普
段あまり携わることのできない部門の視点からも学
ぶことができ、面白くて大変勉強になりました。
一通り各部門の講義を聞いた後、名古屋市立大学病
院の正木先生によるR-CPCが行われ、１日かけて学
んだ事を思い返しながら、この症例はどのタイプの
骨髄腫かな？と考えることでより深く理解すること
ができました。
　今回のR-CPCでは、悪性リンパ腫やウイルス感染
でも、免疫グロブリンの上昇が認められる一方、多
発性骨髄腫でも、BJP型や非分泌型など免疫グロブ
リンの上昇が認められないといった様々な病態を学
び、採血結果だけでなく尿検査や生検など、全体を
とらえないと病態は掴めないということを改めて感
じることができました。

多発性骨髄腫のスキルアップセミナーに参加して

藤田保健衛生大学病院　田中　亜希

広報部からのお知らせ1
　先に開催されましたスキルアップ研修会のWeb申し込みで参加受付の自動返信メールが届かなかっ
た方が少なからず見えたことが判明しました。
　現在調査中ですがシステム異常は認められておりませんので、以下の確認をお願いします。
１．愛臨技からのメールがブロックされていないか確認してください。
　　（携帯や院内PCはブロックされることがあります）
２．迷惑メールホルダーに入っていないかご確認ください。

Web申し込みの問い合わせ先
広報部　山田　真
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
　電話　052-691-7151（内線5211）　mail　gym.1172@gmail.com
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　2016年２月27日・28日の両日、中部圏支部 病理
細胞検査研修会を開催した。
　本研修会はリンパ腫について、分類およびそれら
の病理組織像や細胞診像、遺伝子検査の判断の仕方
まで各専門の講師による多岐にわたる講義を行い、
さらにテーラーメード医療を含めた最新のトピック
についても幅広く学習できる内容である。またリン
パ腫の診断において免疫染色はもとより、遺伝子検
査も重要な検査であるため、遺伝子検索が可能な標
本を作製し保存することは全ての施設において必須
の業務である。その技術や知識を学ぶ機会を今回の
研修会で提供したことは、リンパ腫を含めた診断精
度の向上に大きく寄与するものと考える。
　昨年に引き続き、本年度の事前参加型の免疫染色
サーベイはCD3について行った。講師の病理医も講

演中に言及されたが、CD3染色はテーマであるリン
パ腫において大切な位置づけがされている。今回の
サーベイではバーチャルスライドの導入や医師と技
師と協働して標本の評価を行った。また問題のあっ
た施設へのフォローとして、評価後すぐに２次サー
ベイを実施し、施設間の情報共有や診断精度の向上
に貢献できたと考える。また非常にタイトなスケジ
ュールの中で、昨年度に行ったER染色の２次サー
ベイについても報告を行った。その集計過程で、過
固定がもたらす染色への影響について使用する抗体
のクローンによって違いがでることが確認された。
　研修会の講演、免疫サーベイ事業を関連付けて実
施したことで、受講者の知識の向上と病理検査精度
の向上に十分貢献し、有意義な研修会であったと考
える。

　今回初めて病理検査の中部圏支部研修会に参加し
ました。テーマは悪性リンパ腫でした。血液検査を
日常業務で担当していると、骨髄検査での浸潤の有
無の検索が必要となります。骨髄中の細胞と、リン
パ節の細胞は同じリンパ腫細胞であっても、骨髄液
と組織では形態が同じとは言えません。馴染みがな
いと難しいですが、病理検査の技師と、血液検査の
技師とのコミュニケーションを図るためには、近づ

いて接して一緒に学んで行くことが大切と感じまし
た。講師の先生も病理の技師は病態や、診断につい
ての知識があって当たり前なのか、検体検査の技師
を対象にした勉強会とは違った雰囲気がありまし
た。これからは、もっといろいろな分野の技師が参
加する勉強会となり、ベテランも若手も、ハイレベ
ルな勉強会に参加することも良い刺激になると思い
ました。

平成27年度日臨技中部圏支部 病理細胞検査研修会報告
病理細胞検査研究班班長　中村　広基

中部圏支部病理検査研修会に参加して
名鉄病院　赤座久美子
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　２月18日に開催された愛知県臨床検査技師会の学
術講演会で医療のICT化とセキュリティについてと
いう演題でお話を聴きました。
　私が勤務している半田市立半田病院では電子カル
テが導入されており、私が担当している輸血検査に
おいても製剤の管理や患者さんへの製剤の払い出し
など多くの局面で電子端末を用いています。輸血管
理システムによって患者誤認や異型輸血を防ぐこと
ができた事例があったことも思い出し、電子端末と
管理システムは検査業務に必要不可欠なものである
ことを改めて実感しました。
　たくさんのシステムから構築されている電子端末
は良い面ばかりでなく、セキュリティの面で複雑な
問題をたくさん抱えているということを知りまし
た。医療端末はインターネット接続が難しいためシ
ステムの更新が滞ること、ウイルスバスターなどの

ソフトのインストールも禁止されていることなどた
くさん課題があるというお話でした。このような課
題に対して臨床検査技師という立場からできること
はごくわずかかもしれませんが、情報漏洩に関して
は電子カルテ閲覧の際に細心の注意を払うなどひと
りひとりの意識付けが大切であると感じました。私
もこの講演をきっかけに情報管理についての意識を
高め、患者さんにより安心して安全な医療を提供で
きるように努めていきたいと思いました。

　平成28年２月20日、豊橋市民病院で開催された「愛
臨技東三河地区研究会」に参加してきました。今回
は、今年度に発表された一般演題４題をもう少し詳
しく解説して頂きました。また、臨床検査技師の関
わる医療事故について、弁護士の長谷川ふき子先生
に講演して頂きました。
　一般演題では、脳波検査や稀な血液型の例など、
普段の業務ではあまり関わらない検査について、基
礎的なところから説明して頂き、とても分かりやす
く学ぶ事が出来ました。
　医療事故の講演では、実際に医療事故裁判に携わ
っている弁護士さんのお話を聞く事ができ、とても
良い経験になりました。実際に発生した、採血にお
ける神経損傷の訴えやセクハラの訴えなどの事例を
踏まえ、医療事故の考え方や対処方法などについて
分かりやすくお話して頂きました。中でもセクハラ
の訴えの事例では、なかなかリアルなところまで話
して下さり、衝撃的な内容でした。私も心電図など
で患者さんと接する機会がありますが、自分が何気

なくした行動などでも、患者さん側からしたら嫌な
気分にさせているかもしれません。十分な検査説明
や、患者さんの気持ちを考えた行動、声掛けがとて
も大切な事なのだと感じました。実際に、臨床検査
技師が直接個人で訴えられる事はあまりないそうで
すが、医療事故に関わる可能性のある者として、自
分自身を守る為にも十分注意しなければならないと
思いました。今まで特に意識せずに働いていました
が、医療事故について考える良い機会になりました。
今後、今回学んだ事を生かし、一つ一つ責任を持っ
て行動していきたいです。

知多地区研修会開催報告　医療の ICT化とセキュリティーについて
半田市立半田病院　三輪明日香

第33回愛臨技東三河地区研究会に参加して
蒲郡市民病院　臨床検査科　山中　　恵
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　平成28年２月27日（土）八千代病院にて開催され
た西三河地区研修会に参加しました。本研修会のテ
ーマは『危険ドラッグとその検査』ということで愛
知県警薬物銃器対策課の現場捜査官、および科学捜
査研究所の化学分野担当の研究員を講師にお招きし
て、危険ドラッグに関する知識や、それに絡む犯罪
の動向から実際の検査法についてまで御講演してい
ただきました。
　危険ドラッグはその種類が現在2000種類以上知ら
れており、日々その数は増加しているそうです。麻
薬や覚せい剤とは異なり、それらによく似た成分を
雑草に混ぜ、脱法ハーブとか合法ハーブなどと呼ん
で、つい最近までそれらを扱うショップやインター
ネット等にて簡単に購入できたそうです。しかしそ
れらのなかには麻薬や覚せい剤を上回る効能のある
ものも含まれており、これを知らずに使用した人が、
意識障害、おうと、けいれん、呼吸困難等を起こし
て、重大な事故をおこしたり、重体に陥ったり、中
には死に至る事例もあることを聞き、とても怖いも
のだなと感じました。
　また、危険ドラッグに対する検査法についても学
びました。まずはスクリーニング検査として普段私
たちが検体として取り扱う尿を使ってその構造を絞
ったのち、GC-MS（ガスクロマト質量分析計）や
HPLC（高速液体クロマトグラフ）などを用い、標

準物質のピークと比較して薬物の成分を同定してい
きます。しかしそれらの構造式の一部を変えるだけ
でもピークは変化するため、新たな標準物質が必要
となってきます。高価な標準物質を危険ドラッグの
数分手に入れることは非常に難しく、同定も大変で
あるという現実を聞かされました。
　危険ドラッグを購入しないのは当たり前ですが、
こうした商品の見分け方についても紹介がありまし
た。“お香”や“アロマ”とも表示されることのある危
険ドラッグには成分表示や製造元など一般の商品に
必ず見られる表示がないことが多いそうです。商品
を購入する際には必ず成分と製造元を確認し、つく
づく怪しい物には手を出さないことが大切だと感じ
ました。

西三河地区研修会に参加して
豊田厚生病院　加藤　雄大

広報部からのお知らせ2
『組織強化セミナー』生涯教育点数のご案内

基礎教科：20点
日 時：平成28年４月９日（土）午後15時～ 17時30分
場 所：名古屋医療センター特別会議室
講 演 １：「アサーティブコミュニケーションについて」　
 演者：中北薬品株式会社マナーインストラクター部　三上　裕子
講 演 ２：「医療情勢と臨床検査技師の今後のあるべき姿について」
 演者：宮島喜文（または日臨技担当理事）
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　2013年にテレビドラマで大ヒットを記録した園子
温（その しおん）監督作品「みんな！エスパーだ
よ！」が、2015年、映画化されました。海、山に囲
まれた穏やかな地方でありながら、ここで繰り広げ
られたのは、ちょっとエッチで放送コードぎりぎり
の表現の数々は、少数派ではありますが知っている
方も多いと思います。ロケ地は東三河で、特に豊橋
市内でした。園監督の出身地（豊川市）の近隣でも
あることから、青春時代の思い出の地として選ばれ
たそうです。
　近年では、2014年３月放送の２夜連続ドラマ
「LEADERS リーダーズ（佐藤浩市主演）」、同年４
月放送開始の「ルーズヴェルト・ゲーム（唐沢寿明
主演）」などの撮影が行われています（２作品は同
一監督です）。ちなみに、「LEADERS リーダーズ」
の撮影では、筆者もエキストラとして出演し協力し

ました。撮影は、前年末の早朝（午前５時集合）か
ら厳冬の高校体育館で10時間にもおよぶ過酷なもの
でした。
　ロケ地誘致に関しては、豊橋観光コンベンション
協会内で「ほの国東三河ロケ応援団」という組織を
作り、エキストラ募集をはじめロケ候補地、公園・
道路などの使用許可手続きの補助、撮影ポイントの
紹介、撮影協力施設などの情報提供を行っています。
そのような取り組みが、ロケ地採用回数の増加につ
ながっているようです。
　「豊橋」といえば、「ちくわ」「豊橋総合動植物公
園 のんほいパーク」だけではありません。一度ロ
ケ地めぐりはいかがでしょうか。過去のロケ地に関
しても「ほの国東三河ロケ応援団」のHPで公開し
ています。

地区だより

－このごろロケ地として、「豊橋」が使われています―  
 豊橋市民病院　中央臨床検査室　　 山口　育男

映画「みんな！エスパーだよ！」の撮影風景
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専門教科：20点
日 時：５月14日（土）15時から17時
場 所：名古屋医療センター　特別会議室
テ ー マ：「免疫染色とFISH法の前処理について～

HER2検査を中心に～」
講 師：１．免疫染色のピットホールとその対策
 　　西尾市民病院 中村　広基
 ２．  自動前処理器によるFISH標本作製

の現状（仮題）
 　　名古屋第二赤十字病院 岩田　英紘
 ３．  病理材料からのFISH解析の実際と

染色法の工夫
 　　名古屋第一赤十字病院 郡司　昌治
司 会：名城病院 橋村　正人
内 容： HER2検査は乳がんあるいは進行期の胃

がん症例における治療選択に不可欠な検
査となっており、免疫組織化学法や
FISH法によって判定されます。そこで、
院内にて検査を行っている技師より免疫
組織化学法、FISH法における前処理方
法について、各施設の現状や工夫を講演
して頂きます。これから院内導入を検討
している施設の方にも参考になると思い
ます。ぜひご参加下さい。

共 催：国立病院臨床検査技師協会東海北陸支部

基礎教科：20点
日 時：平成28年５月21日（土）15：00 ～ 17：00
場 所：JA愛知厚生連　豊田厚生病院
 ２階講義室
 豊田市浄水町伊保原500-1
テ ー マ：初心者を対象にした形態グループ・ミー

ティング
 （第16回検査血液学会提供症例）
講 師：豊田厚生病院 酒巻　尚子
 名古屋大学医学部附属病院 亀山なつみ
 豊橋市民病院 近藤　由香
司 会：愛知医科大学病院 寺島　　舞
 昨年、名古屋で開催された検査血液学会

のグループ・ミーティングを再現します。
提示された血液像、骨髄像および検査所
見から疾患を推察し、その後のグループ
ミーティングにて細胞鑑別のポイントや
形態学的検査所見の考え方について学習
します。参加型の形式で行います。症例
は昨年の検査血液学会のHPから閲覧可
能です。当日もPCを準備いたしますの
で事前に症例を観察して参加していただ
けると理解が深まると思います

専門教科：20点
日 時：平成28年５月21日（土）15：30 ～ 17：30
場 所：名古屋市立大学
 医学研究科・医学部研究棟11階講義室A
テ ー マ：輸血部門の危機回避と輸血検査の基礎
講 演 １：輸血部門の危機回避　～ヒヤリ・ハット

の事例から学ぼう～
 中部労災病院 中井美千代
講 演 ２：血液型検査の基礎　『なぜ・何？』
 厚生連　豊田厚生病院 原田　康夫
講 演 ３：不規則抗体検査・交差適合試験の基礎　

『なぜ・何？』
 日進おりど病院 小木曽美紀
司 会：愛知医科大学病院 片井　明子
内 容：輸血部門のヒヤリ・ハット事例を共有す

ることで、リスク回避のために必要なこ
とを学び、安全な輸血療法の実施に役立
てていただきたいと思います。また、平
成28年２月に発刊された「輸血・移植検
査技術教本」に準じた輸血検査の基礎 
『なぜ・何？』について解説します。新
たに輸血検査を始められる方、実技研修
会（７月開催）に参加予定の方、輸血検
査のなぜ行う？何で必要？を知りたい方
など、多くの参加をお待ちしております。

研 究 会 遺伝子染色体・病理検査研究班合同研究会

研 究 会 血液検査研究班

研 究 会 輸血検査研究班
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会 期：平成28年６月５日（日）
受 付：午前９時15分より
会 場：名古屋文理大学文化フォーラム
 稲沢市民病院
テ ー マ：「目指せ！ 本物のスペシャリスト
 ～チーム検査室～」
交 通：名鉄国府宮駅から徒歩15分
 名鉄国府宮駅とJR稲沢駅からコミュニ

ティーバス及び朝のみシャトルバス運行。
 名神高速道路一宮インターチェンジ下車

15分、駐車場は、名古屋文理大学文化フ
ォーラム及び稲沢市民病院の駐車場をご
利用ください。

参 加 費：2,000円
参加資格：資格を問わずどなたでも参加できます。

【学会内容】
１．開会式：９時50分～ 10時00分
 　　　　大ホール
２．一般演題発表（54題）：10時00分～ 12時15分
 大ホール：総合、生理
 中ホール：総合、生物化学分析
 小ホール：総合、生理
 稲沢市民病院講堂：微生物、輸血、病理
 稲沢市民病院会議室：血液、一般
３．臨床検査機器、材料展示
 大ホールホワイエ、中ホールホワイエ
４．ランチョンセミナー：12時30分～ 13時30分
 小ホール：「免疫検査のピットホール」

（富士レビオ株式会社）
 研修室：「 KL-6の臨床的有用性 ～呼吸器診療に

おける新たなエビデンス～」
（エーディア株式会社）

 練習室４：「 迅速化する微生物検査 ～情報を活
かし臨床に貢献する～

（栄研化学株式会社）
 和　室：「性差と臨床検査」
（シーメンスヘルスケア･ダイアグノスティクス株式会社）

 講　堂：「 癌個別化医療の現状と次世代シーケ
ンス技術の応用」

（ロシュ ･ダイアグノスティックス株式会社）

 会議室：「CBC測定のピットフォール」
（ベックマン・コールター株式会社）

５．公開講演：13時45分～ 14時50分
 司会：西山　幸枝先生（藤田保健衛生大学病院）
 　　　堀出　　剛（学会長）
 テーマ：「臓器提供家族の思いと願い」
 講師：福井新聞社特別参与　五十嵐利幸氏
６．シンポジウム：15時05分～ 16時50分
 テーマ：「 スペシャリストと呼ばれる技師は何

をすべきなのか」
 座長：舟橋　恵二（江南厚生病院）
 　　　大島　　彩（刈谷豊田総合病院）
 症例１.「担当以外の検査の重要性」
 シンポジスト：西尾美津留（小牧市民病院）
 ナビゲータ　：宮木　祐輝（小牧市民病院）
 症例２.「症例追求の重要性」
 シンポジスト：市川　　潤（江南厚生病院）
 ナビゲータ　：川崎　達也（江南厚生病院）
 症例３.「臨床貢献の確認」
 シンポジスト：酒巻　尚子（豊田厚生病院）
 ナビゲータ　：中根　生弥（豊田厚生病院）
 統括：山口　育夫（豊橋市民病院）
７．閉会式：16時50分～ 17時00分
 　　　　大ホール

【懇親会】
時 間：17時00分～ 19時00分
会 場：小ホール
参 加 費：5,000円

主 催：公益社団法人 愛知県臨床検査技師会
運営担当：尾張西地区
学 会 長：堀出　　剛（名古屋掖済会病院）
副学会長：山田　滝彦（稲沢厚生病院）
実行委員長：奥地　立樹（稲沢市民病院）
事務局長：坂下　　孝（一宮市立市民病院）
事 務 局：一宮市立市民病院臨床検査室　
TEL 0586-71-1911　　FAX 0586-71-1921
E-Mail：kensa_mane@municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp
学会抄録は、会員の皆様に配布します。当日は会場
に用意致しませんので各自ご持参お願い致します。

第17回　愛知県医学検査学会のご案内


