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福臨技事務局発平 26 第 33 号 

平成 26 年 9 月 1 日 

施設長様 
一般社団法人 福島県臨床検査技師会 

会長  山寺 幸雄 

（公印省略） 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

                                                  会長 宮島 喜文 

   （公印省略） 

 

 
平成 26 年度「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」のお知らせ 

 
謹啓 
初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は日臨技、福臨技に対し

て格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、この度、平成 26 年度 日臨技・福臨技主催研修会「検査説明・相談ができる臨床

検査技師育成講習会」を開催する運びとなりました。 
つきましては。貴施設会員の参加にあたり、御高配賜りますようお願い申し上げます。 

謹白 
 
 

１ 研修目的 

  平成 19 年 12 月 28 日付厚生労働省医政局長通知(医師及び医療関係事務職員等との間

等での役割分担の推進)をうけ、平成 25 年度において各都道府県技師会から各 1 名の企

画担当者を選任のうえ、「平成 25 年度検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画担

当者講習会」を開催しました。 

  この講習を受けた企画担当者が各都道府県単位で「検査説明・相談ができる臨床検査

技師育成講習会」を開催し、臨床検査技師に患者向けの臨床検査説明･相談実施に必要な

知識及び技術を習得させ、もって臨床検査技師のチーム医療参画の質的向上を図ること

を目的としています。 

 

２ 講習会の実施等 

  本講習会は、日臨技及び都道府県技師会共同主催とし、3年間で日臨技会員の約 1割に

相当する 5,000 名の講習修了者を目標に実施することとし、47 都道府県技師会で開催し

ます。 

 

３  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 福島県臨床検査技師会 
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４  後援        厚生労働省 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本看護協会 

一般社団法人 日本病院会 

           公益社団法人 全日本病院協会  

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

一般社団法人 日本臨床検査医学会 チーム医療推進協議会 

一般社団法人 福島県医師会 

公益社団法人 福島県看護協会 

一般社団法人 福島県病院協会 

                           順不同 

 

５ 受講対象 

  病院等の施設長より受講承諾をうけた当会会員臨床検査技師を対象としますが、 

  ただし、個人としての参加も可とします。 

 

６ 実施期間 

  平成 26 年度～平成 28 年度の 3年間(1 回/年) 

 

７ 参加募集人員 

  平成 26 年度 40 名 開催日 平成 26 年 11 月 29 日 30 日の 2日間 

  平成 27 年度 40 名 開催日 未定 

  平成 28 年度 40 名 開催日 未定 

計 120 名 

   

各回の研修会内容は同じですので、参加希望の方は、3回開催のうち 1回の受講をお願

いいたします。参加は申し込み順になり、参加人数が定員を超えた場合は、翌年開催の

講習会へ優先的に回させていただきます。 

 

８ 受講料 10,000 円（各回とも同じ受講料です） 

 

９ 生涯教育点数 専門 30 点 

 

10 申し込み方法 

FAX または E-mail でお申込みください。申し込み後、受講票と受講料振込先等詳細を

メールでお知らせいたします。 
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福臨技事務局発平 26 第 33 号 

平成 26 年 9 月 1 日 

会員各位 
一般社団法人 福島県臨床検査技師会 

会長  山寺 幸雄 

（公印省略） 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

                                                  会長 宮島 喜文 

   （公印省略） 

 

 
平成 26 年度「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」のお知らせ 

 
謹啓 
時下、会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、この度、平成 26 年度 日臨技・福臨技主催研修会「検査説明・相談ができる臨床

検査技師育成講習会」を開催する運びとなりました。多くの会員の皆様の参加をお願いし

ます。 
謹白 

 
 

１ 研修目的 

  平成 19 年 12 月 28 日付厚生労働省医政局長通知(医師及び医療関係事務職員等との間

等での役割分担の推進)をうけ、平成 25 年度において各都道府県技師会から各 1 名の企

画担当者を選任のうえ、「平成 25 年度検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画担

当者講習会」を開催しました。 

  この講習を受けた企画担当者が各都道府県単位で「検査説明・相談ができる臨床検査

技師育成講習会」を開催し、臨床検査技師に患者向けの臨床検査説明･相談実施に必要な

知識及び技術を習得させ、もって臨床検査技師のチーム医療参画の質的向上を図ること

を目的としています。 

 

２ 講習会の実施等 

  本講習会は、日臨技及び都道府県技師会共同主催とし、3年間で日臨技会員の約 1割に

相当する 5,000 名の講習修了者を目標に実施することとし、47 都道府県技師会で開催し

ます。 

 

３  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 福島県臨床検査技師会 
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４  後援        厚生労働省 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本看護協会 

一般社団法人 日本病院会 

           公益社団法人 全日本病院協会  

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

一般社団法人 日本臨床検査医学会 チーム医療推進協議会 

一般社団法人 福島県医師会 

公益社団法人 福島県看護協会 

一般社団法人 福島県病院協会 

                           順不同 

 

５ 受講対象 

  病院等の施設長より受講承諾をうけた当会会員臨床検査技師を対象としますが、 

  ただし、個人としての参加も可とします。 

 

６ 実施期間 

  平成 26 年度～平成 28 年度の 3年間(1 回/年) 

 

７ 参加募集人員 

  平成 26 年度 40 名 開催日 平成 26 年 11 月 29 日 30 日の 2日間 

  平成 27 年度 40 名 開催日 未定 

  平成 28 年度 40 名 開催日 未定 

計 120 名 

   

各回の研修会内容は同じですので、参加希望の方は、3回開催のうち 1回の受講をお願

いいたします。参加は申し込み順になり、参加人数が定員を超えた場合は、翌年開催の

講習会へ優先的に回させていただきます。 

 

８ 受講料 10,000 円（各回とも同じ受講料です） 

 

９ 生涯教育点数 専門 30 点 

 

10 申し込み方法 

FAX または E-mail でお申込みください。申し込み後、受講票と受講料振込先等詳細を

お知らせいたします。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
平成 26 年度（一社）日本臨床衛生検査技師会・ 

（一社）福島県臨床検査技師会主催研修会 

検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
            
【目 的】平成 19 年 12 月 28 日付厚生労働省医政局長通知(医師及び医療関係事務職員

等との間等での役割分担の推進)を受け、臨床検査技師が患者向けの臨床検査説明･

相談実施に必要な知識及び技術を習得し、もって臨床検査技師のチーム医療参画の質

的向上を図ることを目的とする。 

【日 時】平成 26 年 11 月 29 日(土) 8：30 ～ 11 月 30 日(日) 16：30 

【会 場】コラッセふくしま  〒960-8053 福島市三河南町 1-20 

                 Tel 024-525-4089   fax 024-525-4036 

【日 程】 

 ≪１日目≫ 平成 26 年 11 月 29 日（土） 

8：30  受 付 

9：00  開講式／オリエンテーション 

    開会の挨拶 福島県臨床検査技師会長 

9：15 （ﾋﾞﾃﾞｵ放映） 
『臨床検査技師が検査説明・相談に取り組む意義』 

     講師：日本臨床検査技師会長   宮島 喜文 先生 
9：45 （ﾋﾞﾃﾞｵ放映） 

『臨床検査技師の検査説明・相談に期待するもの 病院管理者の立場から』 

     講師：医療法人社団慶成会青梅慶友病院  木村 満 先生 

10：15 （ﾋﾞﾃﾞｵ放映） 

『看護実践の基盤となるコミュニケーション能力』 

     講師：日本看護協会 川本 利恵子 先生 

10：45 休憩  

11：00 （ﾋﾞﾃﾞｵ放映） 

『実践から学ぶ検査説明研修会実例紹介』 

     講師：飯田市立病院 實原 正明 先生 

12：00 休憩 

13：00 講演『患者心理について』 
講師：竹田綜合病院精神科心理室室長 石橋 和幸 先生 

14：30 休憩 

14：45 ロールプレイ『接遇の基本』 

     講師 株式会社 Ｃ‐Plan  

17：00 1 日目終了 

 

≪２日目≫ 平成 26 年 11 月 30 日（日） 

9：00 『検査説明の実際〈初級レベル〉』 

     講師：岩手医科大学病院検査部教授     諏訪部 章 先生 
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11：30 休憩 

12：30 『Ｒ－ＣＰＣ〈初級レベル〉』 

  講師：東北大学大学院医学系研究科・医学部保健学専攻  

基礎検査医科学講座内分泌応用医科学分野  
教授 高橋 和広  先生 

14：30 『検査説明・相談の模擬演習』 

     講師： 未定 

16：00 総合討論 
16：20 閉講式 
16：30 解散 

 

 

注意事項 

※宿泊の手配等は各自お願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(担当者) 

福島県臨床検査技師会総務部 

竹田綜合病院 臨床検査科 

齋藤 市弘 

Tel0242-29-9924 Fax0242-29-9824 

Email s.ichi@takeda.or.jp 
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参加申込用紙 

 
参加希望の方は、下記の A または B の方法でお申込みください。 
申込み受付後、受取り確認と、その後に参加費振込先、プログラム等の連絡をＥメー

ルにて返信いたします。申込み後 1週間以内に研修会受付確認返信メールがない場合は、

担当者までお問い合わせ下さい。 
(担当者) 福島県臨床検査技師会総務部 

竹田綜合病院 臨床検査科 

齋藤 市弘 

Tel0242-29-9924 Fax0242-29-9824 

Email s.ichi@takeda.or.jp 
 

申し込み期間は 9 月１日(月)～10 月 31 日(金)です。 
 
A：FAX での申込み 

下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAX にて直接お申し込み下さい。 
FAX 送付先：（一財）竹田綜合病院 臨床検査科 齋藤市弘 

FAX 番号：0242-29-9824 

研修会名 検査説明･相談ができる技師育成講習会 

会員番号  

漢字氏名（ふりがな）  

性別 男性           女性 

施設名  

所属部署  

施設住所（連絡先） 〒  

電話番号/FAX 番号  

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

連絡メモ  

 
B：E メールでの申込み 

1) 研 修 会 名 「 検 査 説 明 ･ 相 談 が で き る 技 師 育 成 講 習 会 」 2) 会 員 番 号         

3)漢字氏名(ふりがな) 4)性別 5)施設名 6)所属部署 7)施設住所 8)電話番号 

9)FAX 番号 10)連絡メールアドレス 
以上1)～10)を列記し下記アドレスへメール送信してください。 

Emai：s.ichi@takeda.or.jp 
 
 

注意事項 
連絡はすべて電子メールで行います。連絡用 E メールアドレスは必ずご記入ください。 


