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第 22回愛知県医学検査学会への共催、協賛のお願い（依頼） 

 

 

謹啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は公益社団法人愛知県臨床検査

技師会の活動に対し、格段のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 このたび、第 22回愛知県医学検査学会を 令和 5年 7月 2日（日） に知多市勤労文化会館、お

よび メディアス体育館ちた （市民体育館） において開催する運びとなりました。これもひとえに、

皆様方のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。 

 つきましては、諸事多難な折、誠に恐縮ではございますが、別紙学会開催の趣旨をご理解いた

だき、共催および協賛を賜わりたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。 

 なお、共催、協賛の内容につきましては、開催趣意書の通りとさせていただきますので、何卒よろ

しくお願い申し上げます。                                         

                                                          謹白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第22回愛知県医学検査学会 

 

開催趣意書 および共催・協賛のお願い 

（各種募集要項） 

 

 

 

 【会 期】 令和5年7月2日（日） 

 【会 場】 知多市勤労文化会館 

メディアス体育館ちた（市民体育館） 

   〒478-0047 知多市緑町5-1 

TEL 0562（33）3600 

 【主 催】 公益社団法人愛知県臨床検査技師会 

 【担 当】 知多地区 

 【後援予定】 愛知県、知多市、知多市教育委員会、愛知県医師会 

   愛知県病院協会 

 

 

 

 



ご挨拶 

 

 

謹啓 貴社におかれましてはますますご清栄のことお慶び申し上げます。平素は格別のご高

配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、第 22 回愛知県医学検査学会を令和 5 年 7 月 2 日（日）、知多市勤労文化会館お

よび隣接するメディアス体育館ちた（市民体育館）において開催する運びとなりました。 

公益社団法人愛知県臨床検査技師会は、昭和 25 年 4 月に愛知県臨床検査技師会の前身で

ある名古屋医学実験技術会として発足し、その後医療の進歩と共に年々会員数も増え、昭和

62 年には法人化を、更に平成 25 年 4 月には公益社団法人を取得し、現在 3,500 名を超える

会員を有する職能団体となっています。 

その活動の一環である愛知県医学検査学会は毎年県下 7 地区の代表者による持ち回り制

で開催されており、次年度で 22 回を迎えます。例年各地区の特色を生かした内容を盛り込

みつつ、愛知県民の医療ならびに公衆衛生の向上を目的とした知見と見識の情報交換・共有

の場となっております。本学会への参加者も年々増加しており、次年度も臨床検査に携わる

臨床検査技師約 600 名の参加が見込まれております。 

 第 22 回愛知県医学検査学会はメインテーマを「臨床検査の New Normal」、サブテーマ

を“タスク・シフト／シェアの実践”とし、臨床検査技師が果たすことのできる診療支援を

取り上げました。令和 3 年 5 月「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推

進するための医療法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決成立し、これまで臨床

検査技師には認められていなかった一部の医療行為が、医師の働き方改革推進のために「タ

スク・シフト／シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」を受講し、実施可能となったこと

から多くの施設でタスク・シフト／シェアに対する取り組みが始まりました。しかしながら

法令改正から時が経つにつれ、様々な問題や課題が浮き彫りになってきました。本学会のシ

ンポジウムではこれらの課題、問題を取り上げ、臨床検査技師によるタスク・シフト／シェ

アが今後どのように進むべきかをディスカッションできればと考えています。 

また地区の特別企画として「離島の医療 ～高齢化の島を支える～」と題して JA 愛知厚

生連 知多厚生病院 篠島診療所長の保里恵一先生より長年離島医療に携わってこられた体

験談や、最新の離島医療についてご講演いただく予定です。 

その他参加者にとって魅力的なプログラムになるよう、また日頃より本会に様々な面で寄

与頂いている企業の皆様にとりましても実りある学会となりますよう、鋭意企画を進めてい

るところでございます。 

つきましては諸費ご多端の折、誠に勝手なお願いではございますが、貴社におかれまして

も趣旨をご理解いただき、ご協賛をお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、貴社の今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。                      

謹白 

  

 令和 4 年 10 月吉日 

 

第 22 回愛知県医学検査学会 

                              学会長  迫 欣二 



第 22回愛知県医学検査学会開催概要 
 

1. 開 催 日 令和 5年 7月 2日（日） 

2. 会 場 知多市勤労文化会館、メディアス体育館ちた（市民体育館） 

〒478-0047 知多市緑町 5-1 

TEL：0562（33）3600 

3. 学 会 概 要 （予定） 

① メインテーマ「臨床検査の New Normal ～タスク・シフト／シェアの実践～」 

② シンポジウム「タスク・シフト／シェアの実践に向けた課題と将来展望」   

③ 特別講演「離島の医療 ～高齢化の島を支える～」 

④ 共催セミナー （ランチョンセミナー） 4会場 600名を予定 

⑤ 一般演題（口演発表） 

⑥ 一般演題（電子ポスター発表） 

⑦ 各研究班によるハンズオンセミナー 

⑧ 企業展示 

 

4. 参 加 人 数  約 600名 

 

5. 実 行 委 員 学会長 迫 欣二 （JA愛知厚生連 知多厚生病院） 

副学会長  高木 雅子 （常滑市民病院） 

実行委員長 吉本 尚子 （公立西知多総合病院） 

副実行委員長 磯貝 直子 （半田市医師会健康管理センタ－） 

事務局長 村瀬 斉 （半田市立半田病院） 

副事務局長 濱口 幸司 （JA愛知厚生連 知多厚生病院） 

会計 村上 智美 （JA愛知厚生連 知多厚生病院） 

会場 稲垣 裕介 （公立西知多総合病院） 

会場 神長 尚希 （半田市医師会健康管理センタ－） 

企画・学術 坂野 俊和 （あいち小児保健医療総合センタ－） 

企画・学術 田中 彰和 （半田市医師会健康管理センタ－） 

抄録 清水 智子 （国立長寿医療研究センタ-）    

広報 舩本 亜生子 （半田市立半田病院） 

広報  山﨑 章子 （半田市立半田病院） 

機器展示 小柏 均 （常滑市民病院） 

機器展示 竹林 誠勝 （公立西知多総合病院） 

地区担当理事 明壁 均 （常滑市民病院） 

 

6. 学会事務局 〒475-8599  半田市東洋町二丁目 29番地 

半田市立半田病院 臨床検査技術科内 

村瀬 斉 

TEL：0569（22）9881 



   

区分 予算額

参加費収入 1,800,000

愛臨技助成金 900,000

展示出展料収益 600,000

広告収益 795,000

セミナー開催等収益 1,000,000

5,095,000

区分 予算額

会議費 240,000

賃借料（会場、機器等） 1,800,000

諸謝金 340,000

交通費（講師、学会スタッフ等） 325,000

印刷製本費（抄録集、ポスター等） 1,250,000

通信運搬費 30,000

740,000

消耗品費 130,000

システム構築費 175,000

雑費 65,000

5,095,000支出合計

支出

渉外費（ランチョンセミナー弁当代、記念品代等）

第22回愛知県医学検査学会　予算書

科目名

収入

収入合計

科目名



共催セミナー（ランチョンセミナー）募集要項 

               
【名 称】 第 22回愛知県医学検査学会 

【会 期】 令和 5年 7月 2日(日) 

【会 場】 知多市勤労文化会館、メディアス体育館ちた（市民体育館） 

           〒478-0047 知多市緑町 5-1 TEL：0562（33）3600 

 

【参加予定会員】 600名 

 

【募 集 数】 令和 5年 7月 2日(日) 11：30～12：40(予定)  4会場  

 

【収容人数、共催費】 

第 2会場（260名） 400,000円 

第 3会場（180名） 300,000円 

第 4会場（90名）  160,000円 

第 5会場（70名）  140,000円 

    

＊ 共催費には会場使用料と弁当等の飲食物を含みます。 

＊ セミナー開始後 15分間は貴社のプロモーション時間とさせていただき、 

その後 45分程度を講演時間と予定しております。 

＊ 演者・座長の謝金・交通費・宿泊費、運営スタッフ、講演資料・チラシ 

等は貴社にてご負担をお願いします。 

＊ 共催セミナーのテーマ、内容、座長・演者につきましては、原則として 

各共催社に一任とさせていただきます。 

 

【会 場 割 り】 申し込みが多数の場合は抽選とさせていただきます。 

 

【申込締切日】 令和 5年 1月 31日（火） 

【振込締切日】 令和 5年 4月 28日（金） 

 

【講演抄録締切】 令和 5年 3月 17日（金） 

 

【振 込 先】 三菱 UFJ銀行 柳橋支店（店番 224） 

口座番号 普通 0056965 

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会 

          

【問合せ・申込先】 第 22回愛知県医学検査学会  事務局  

                〒475-8599 半田市東洋町２丁目 29番地 

半田市立半田病院 臨床検査技術科内 

村瀬 斉 TEL：0569（22）9881 

E-mail：aichikenigakukensagakkai22@yahoo.co.jp 

mailto:aichikenigakukensagakkai22@yahoo.co.jp


企業展示募集要項 
 

 

【名 称】 第 22回愛知県医学検査学会 

【会 期】 令和 5年 7月 2日(日) 

【会 場】 メディアス体育館ちた（市民体育館） 

           〒478-0047 知多市緑町 5  0562-33-3361 

 

【参加予定会員】 約 600名 

 

【募 集 数】 展示 20ブース （1ブース 180cm×90cm） 

 

 

【展 示 料】 1ブース 3万円 

＊ 2ブース以上の使用も可能です。 

＊ 申込多数の場合には、申込締切後 3月頃、抽選をさせていただきます。 

 

【お願い事項】 電源が必要な場合は別紙申込書に記入をお願いします。 

（200V の電源は使用不可）。 

＊ 5月頃に説明会と小間割りの抽選会を行う予定です。 

＊ 展示スペースの養生を用意ください。 

 

【申込締切日】 令和 5年 1月 31日（火） 

 

【振込締切日】 令和 5年 4月 28日（金） 

 

【振 込 先】 三菱 UFJ銀行 柳橋支店（店番 224） 

口座番号 普通 0056965 

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会 

 

          

【問合せ先・申込先】 第 22回愛知県医学検査学会  機器展示担当 

        公立西知多総合病院 臨床検査科 

竹林 誠勝  

Email：aichi22kikitenji@gmail.com 

TEL：0562（33）5500 

mailto:aichi22kikitenji@gmail.com


大型モニター動画展示募集要項 
 

 

【名 称】 第 22回愛知県医学検査学会 

【会 期】 令和 5年 7月 2日(日) 

【会 場】 メディアス体育館ちた（市民体育館） 

          〒478-0047 知多市緑町 5  0562（33）3361 

 

 

【参加予定会員】 約 600名 

 

【使 用 機 材】 大型液晶モニター（84/86インチ）動画展示 2セット 

        音声出力付き 

 

【募 集 数】 6コマ程度 

 

【展 示 料】 1コマ 2万円（15分程度でお願いします） 

＊電子ポスター発表時を除いた時間帯に実施予定 

 

【お願い事項】 ＊申込多数の場合には、申込締切後、抽選とさせていただきます。 

＊5月頃の説明会にて場所と時間の抽選会を行う予定です。 

 

【申込締切日】 令和 5年 1月 31日（火） 

 

【振込締切日】 令和 5年 4月 28日（金） 

 

【振 込 先】 三菱 UFJ銀行 柳橋支店（店番 224） 

口座番号 普通 0056965 

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会 

          

【問合せ先・申込先】 第 22回愛知県医学検査学会  機器展示担当 

            公立西知多総合病院 臨床検査科 

竹林 誠勝 

Email：aichi22kikitenji@gmail.com 

TEL：0562（33）5500 

 

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%B9%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8%E3%81%A1%E3%81%9F&ei=IbsmY_TJAf2y2roP-ZWaiA0&ved=0ahUKEwi03vLm2536AhV9mVYBHfmKBtEQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%B9%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8%E3%81%A1%E3%81%9F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCQgAEIAEEAQQJTIJCAAQgAQQBBAlMgkIABCABBAEECUyAggmMgYIABAeEAoyBggAEB4QCjIGCAAQHhAKMgYIABAeEAoyAggmOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUJYGWJYGYNcQaAFwAXgAgAFdiAFdkgEBMZgBAKABAqABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
mailto:aichi22kikitenji@gmail.com


愛知県医学検査学会抄録集・会誌らぼ 

広告協賛募集要項 
 

【広告掲載誌】 愛知県医学検査学会抄録集・会誌らぼ 第 74巻 

A4版 3,600部 

 

【掲載料金】 A4版    1 ページ  20,000円 

A4版  1/2 ページ  15,000円 

学会 HPへのバナー掲載料 20,000円 

 

【お願い事項】 版下は、PDF等の電子データをメールにて下記まで送付をお願いいたします。ま

たモノクロでの掲載とさせていただきます。 

           バナーは愛知県医学検査学会 HPに掲載させていただきます。 

 

【版下送付先】 第 22回愛知県医学検査学会  事務局  

〒475-8599 半田市東洋町２丁目 29番地 

半田市立半田病院 臨床検査技術科内 

  村瀬 斉 

TEL：0569（22）9881 

E-mail：aichikenigakukensagakkai22@yahoo.co.jp 

 

【 払 込 先 】 三菱 UFJ銀行 柳橋支店（店番 224） 

口座番号 普通 1743523 

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会  

 

【募 集 期 間】 令和 4年 11月 1日（火） ～ 令和 5年 1月 31日（火） （予定） 

 

【振込締切日】 令和 5年 4月 28日（金） 

 

【版下締切日】 令和 5年 3月 17日（金） 

 

【問合せ先・申込先】 第 22回愛知県医学検査学会  事務局 

〒475-8599 半田市東洋町２丁目 29番地 

半田市立半田病院 臨床検査技術科内 

村瀬 斉 

TEL：0569（22）9881 

E-mail：aichikenigakukensagakkai22@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

mailto:aichikenigakukensagakkai22@yahoo.co.jp
mailto:aichikenigakukensagakkai22@yahoo.co.jp

