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第１回和臨技微生物班研修会
第１回血液・病理細胞・一般合同研修会
平成 28 年和臨技オリエンテーション
平成 27 年度定時総会

学術部より
●第１回和臨技微生物班研修会(160000782) 専門-20
日時 ： 平成 28 年 4 月 16 日(土）14:45～17:00
場所 ： 済生会和歌山病院 7 階 講堂
会費 ： 会員(和臨技・日臨技)500 円 非会員 1000 円
講演(14:45～15:45）
講演１ ： 「平成 27 年度院内感染対策講習会参加報告」
講師 国立南和歌山医療センター 研究検査科 高木 亜衣 技師
講演２ ： 「2014 年和歌山県耐性菌サーベイランス調査報告～第 3 期～」
講師 公立那賀病院 臨床検査科 口広 智一 技師
司会 ： 寺嶋 優 技師、口広 智一 技師
特別講演(15:55～17:00）
『行列のできる感染管理相談室～ＩＣＴと技師の役割～』
講師 SRL/MML 学術顧問・前大手前病院 山中 喜代治 先生
司会 ： 口広 智一 技師
連絡先 ： 公立那賀病院 臨床検査科 TEL:0736-77-2019
担当責任者 ： 口広 智一
●第１回血液・病理細胞・一般合同研修会
(160000579)専門-20 （160000513)専門-20 (160000557)専門-20
日時 ： 平成 28 年 4 月 17 日(日）14:00～16:00 ※日曜開催です！
場所 ： 和歌山ビッグ愛 4 階 医師会成人病センター 大会議室
参加費 ： 会員(和臨技・日臨技)500 円 非会員 1000 円
講演 ： 「平成 27 年度形態フォトサーベイの解説 ～基礎から詳しく説明します～ 」
血液検査 ： 和歌山県立医科大学附属病院 箕浦 直人 技師
病理検査 ： 日本赤十字社和歌山医療センター 奥村 寿崇 技師
一般検査 ： 和歌山県立医科大学附属病院 冨坂 竜矢 技師
伝達講習 ： 『好中球系細胞における新分類基準と白血球目視分類の共用基準範囲』
講師 日本赤十字社和歌山医療センター 森下 陽子 技師
連絡先１ ： 和歌山県立医科大学附属病院 TEL:073-447-2300
担当責任者 ： :箕浦 直人
連絡先２ ： 関西医療大学 TEL:072-453-8251
担当責任者: ： 鍵弥 朋子
連絡先３ ： 日本赤十字社和歌山医療センター TEL:073-422-4171
担当責任者 ： :則藤 佳子
☆新しい好中球目視区分法ポスターを希望施設に配布します☆
配布場所および日時：平成 28 年度日臨技近畿支部学会（第 56 回和歌山県）
血液検査部門の教育セッションとシンポジウムの開催時間中
Ｈ２８．５．１５（Ｐ.Ｍ）ＪＡビル２階・第１会場前
詳しくは行事予定に同封の案内文をご覧ください。
事務局より
●平成 27 年度定時総会 開催告知
定款第 14 条の規定により、平成 28 年度 一般社団法人和歌山県臨床検査技師会定
時総会を下記のとおり開催します。なお、議案書等の詳細については後日、あらためま
してご案内をいたします。
日 時：平成 28 年 5 月 28 日（土）時間未定
場 所：済生会和歌山病院 予定

●平成 28 年和臨技オリエンテーション (160002582 基礎-20)と学術部ミニレクチャー
（160002324 専門-20）開催のお知らせ
事務局・学術合同の「和臨技オリエンテーション」を開催します。技師会への会員登録
をはじめ、会員のための補償制度、和臨技学術部としての取り組みや技師会活動への
ご協力のお願いなど、これから会員になって頂ける新人技師の方々に生涯教育や技師
会活動の大切さについて説明を行いたいと思います。
また、新人に限らず、会員どなた様でも参加して頂けるオープン企画です。学術部ミ
ニレクチャー企画も合わせて企画していますので、奮ってご参加ください。
日時： 平成 28 年 4 月 30 日（土） 15：00～17：15
場所： 済生会和歌山病院７F 講堂
対象： 新規採用者・施設内異動者・転入者など
参加費 ： 無料 オープン参加型式
講演１ ： 2015 日臨技地域ニューリーダー育成研修会伝達講習
講師 紀南病院 木下 博之 技師
講演２ ： 一般検査 ： 「臨床検査の第一歩《一般検査》」
講師 和歌山県立医科大学附属病院 梅村 健太 技師
講演３ ： 血液検査 ： 「血液検査について～その結果、報告する前に～」
講師 和歌山労災病院 楠 智佐代 技師
連絡先 ： 紀南病院 中央臨床検査部 木下 博之（学術部 TEL:0739-22-5000）
和歌山労災病院 中央検査部 田中規仁（事務局 TEL073-451-3181）
●求人案内について
以下の施設から求人依頼が出ております。 詳細は和臨技ホームページ求人情報
http://www.waringi.jp.org/kyuujinnjyouhou.html をご覧下さい。
橋本市民病院
済生会有田病院
医療法人 誠佑記念病院
医療法人たちばな会 西岡病院
医療法人南労会 紀和病院
●選挙管理委員会より
平成 28・29 年度役員立候補者一覧を選管告示（選管第 2 号）にて掲示します。平成 28
年度定時総会においてご審議ください。
●次回理事会
4月2日
臨床検査技師連盟より
日本臨床検査技師連盟（日技連）に加入しよう！
宮島よしふみ後援会をよろしくお願いします！
連盟は今、日臨技会長 宮島喜文氏を多くの方に知ってもらうべく後援会への加入を
勧めています。
3 月 5 日宮島喜文会長が組織強化セミナーで、「医療情勢と技師の今後のあるべき姿
について」と題して熱っぽく語られました。参加者は熱い思いを受け止めたことと思いま
す。後援会のリーフレットが各施設にすでに届いていると思いますので、応援をよろしく
お願いします。友人、知人に臨床検査技師を知ってもらう機会にしてください。和歌山県
の入会目標は 4000 人です。和臨技会員 350 人全員が応援しなければ達成できない数
字です。
加入の FAX は 0737-83-0005（桜ヶ丘病院 石井）でも受け付けて地区別集計をして
います。
政治団体の年度は、1 月 1 日から 12 月 31 日です。ひきつづき連盟をよろしくお願いし
ます。ホームページから会員登録ができます。連盟の入会費は郵便振替を利用して下
さい。技師会会員に限らず入会できます。
郵便振替での連盟費払込 1 口 1000 円
連盟費納付先：日本臨床検査技師連盟 郵便振替口座 00130-1-79120
通信欄に 日臨技会員番号（あれば）
問い合わせ先：日技連和歌山県支部 恵友病院 脇村 小津江
kensa@keiyukai.com
行事予定表送付について
行事予定表送付先変更・部数変更等は下記メールアドレスに詳細お願いします。
Kuribaｙashi.1＠ares.eonet.ne.jp

