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学術部より
●第 2 回一般検査研修会（170016005）専門-20
日時 ： 平成 29 年 9 月 9 日（土） 14：00～16：30
場所 ： 和歌山ビッグ愛４階 和歌山市医師会研究室
参加費 ： 会員(和臨技・日臨技)500 円 非会員 1000 円
内容
「尿中有形成分分析器の原理とピットホール」
講師 シスメックス株式会社 学術サポート課 水野 雅仁 先生
「小児の尿検査と腎疾患」
講師 紀南病院小児科医長 比嘉 明日美 先生
連絡先 ： 日赤和歌山医療センター TEL：073-422-4171（内線 1229）
担当責任者 ： 則藤 佳子
●第 1 回生理検査班研修会（170013394）専門-20
日時 ： 平成 29 年 9 月 30 日(土） 9：00～17：00
場所 ： 和歌山県立医科大学附属病院 3 階 中央検査部 控室
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技）500 円 非会員 1000 円
内容
「超音波の基礎」
講師 株式会社日立製作所 岡田 一孝 先生
連絡先 ： 国保日高総合病院 臨床検査科 TEL：0738-22-1111
担当責任者 ： 前田 美奈
●平成 29 年度 日臨技近畿支部 血液研修会
テーマ ： 形態学を楽しむ !
日時 ： 平成 29 年 9 月 10 日（日）
場所 ： 和歌山県立医科大学 基礎教育棟
定員 ： 50 名
受講料 ： 7,000 円
（非会員 5,000 円：全員加入保険未加入のため実習には参加できません）
主催 ： 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
実務担当技師会 ： 一般社団法人 和歌山県臨床検査技師会
※詳細は、7 月行事予定と同時に配布の開催案内をご覧下さい
●平成 29 年度 日臨技近畿支部 輸血研修会
テーマ ： 輸血検査の質を担保できる輸血検査技師の育成
日時 ： 平成 29 年 9 月 16 日（土）・17 日（日）
場所 ： 兵庫医科大学病院 4 号館 4-2 講義室・3 号館 2 階 南側実習室
定員 ： 50 名
受講料 ： 5000 円 （非会員 15,000 円）
主催 ： 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 近畿支部
実務担当技師会 ： 公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
※詳細は、8 月行事予定と同時に配布の開催案内をご覧下さい。
●平成 29 年度 日臨技近畿支部 微生物検査研修会
テーマ ： 微生物検査の全てに挑戦する二日間
～資格試験に必要な知識習得基礎研修～
日時 ： 平成 29 年 11 月 18 日（日）
場所 ： 神戸大学医学部附属地域医療活性化センター
定員 ： 100 名
受講料 ： 7,000 円 （非会員 10,000 円）
主催 ： 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 近畿支部
実務担当技師会 ： 公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会
※詳細は、別紙開催案内をご覧下さい。
●平成 29 年度 日臨技近畿支部 生理研修会
テーマ ： エキスパートから学ぶ専門知識 ～明日からの業務にプラスワン～
日時 ： 平成 29 年 11 月 26 日（日）
場所 ： 京都保険衛生専門学校
定員 ： 260 名 各コース 40 名（腹部エコーコースのみ 60 名）
受講料 ： 5,000 円 （非会員 15,000 円）
主催 ： 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 近畿支部
実務担当技師会 ： 滋賀県臨床検査技師会、福井県臨床検査技師会
※詳細は、別紙開催案内をご覧下さい。

コミュニケーション委員会より
●平成 29 年度コミュニケーション企画
本年度も会員の交流を深めることを目的にコミュニケーション企画を開催いた
します。今まであまり会話したことがない会員とも親交を深める絶好の機会です。
施設・年齢を超えて多くの方のご参加をお待ちしております。
日時 ： 2016 年 9 月 2 日(土） 12:00～15:00
場所 ： サンシャイン牧場果樹園 ［和歌山県日高郡印南町南原 5640］
参加費 ： 3,500 円
内容 ： バーベキュー ・ ぶどう狩り
参加申込 ： 各施設に配布の申込書にてお申込みください。
※詳細は、8 月行事予定と同時に配布の開催案内をご覧下さい。
連絡先 ： 桜ヶ丘病院 検査室 TEL：0737-83-3193
担当責任者 ： 山中 拓哉
和歌山県医学検査学会より
●第 38 回 和歌山県医学検査学会
日 時 ： 平成 30 年 2 月 25 日（日）
場 所 ： 和歌山県立情報交流センター Big ・ U
参 加 費 ： 1,000 円（会員） 2,000 円（非会員）
演題申込み
和臨技ホームページ http://www.waringi.jp.org/ から演題申し込み用紙の
テンプレートをダウンロード後に必要事項を記入の上、下記抄録集担当者へ
添付送信してください。
演題募集期日 ： 平成 29 年 9 月 1 日（金）開始～11 月 30 日（木）必着
抄録原稿締切日 ： 平成 29 年 12 月 20 日（水）必着
一般演題 ： 口演発表 発表 7 分、質疑 3 分（予定）
学術奨励賞・新人賞の対象学会となっています。皆様の奮ってのご応募を
お待ち致しております。
第 38 回和歌山県医学検査学会 抄録集編集担当
（株）大阪血清田辺臨床検査センター 検査部 瀧浪 寿久
e-mail ： takinami.toshihisa@osaka-kessei.co.jp
学会事務局
竹村医院 検査課 山本 博子
0739－26－6700（代表）
e-mail ： amariricome@yahoo.cp.jp
事務局より
●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。
・ 医療法人福慈会 福外科病院
●精度保証施設認証制度および JCCLS 共用基準範囲採用についての
説明会開催告知
日本臨床衛生検査技師会が推進しております、精度保証施設認証制度および
JCCLS 共用基準範囲採用についての説明会を、下記のとおり開催致します。
日時：平成 29 年 10 月 21 日（土） 14：00～16：00
会場：済生会和歌山病院 7 階 講堂
講師：日本臨床衛生検査技師会 精度保証認証委員会
千葉県がんセンター 臨床検査部
末吉 茂雄 先生
1. 精度保証施設認証制度と JAMT QC における是正措置の取り組み
2. JCCLS 共用基準範囲の必要性について
【担当責任者】 一般社団法人 和歌山県臨床検査技師会 理事 神藤洋次
【連絡先】 〒641-8509 和歌山市紀三井寺 811-1
和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部
電話 073-447-2300 （内線 2388）

●平成 29 年度認知症対応力向上講習会Ｂについての開催告知
臨床検査技師に対し認知症に必要な知識及び技術を習得させるために
「認知症対応力向上講習会 B」を下記のとおり開催いたします。
日時：平成 29 年 10 月 14 日（土） 8：30～18：30
会場：済生会和歌山病院 7F 講堂
【受講資格】
日臨技所属会員であること（必須）
和歌山県臨床検査技師会所属会員であること（必須）
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会を修了していること（必須）
「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」の修了者で
認定認知症領域検査技師制度の講習会などの受講歴があることが望ま
しい。
【募集定員】 最大 15 名（先着順）
【受講料】 2,000 円
【修了証】 講習全課程修了者に履修修了証を発行
【事前参加申込方法】
下記メールアドレスに施設名・日臨技会員番号・氏名を記し、参加希望とし
てください。
※参加受付有無の返信をいたしますので、必ずご確認ください。
メールアドレス : kuribayashi.1@jcom.zaq.ne.jp
【申込み期間】
申し込み開始
平成 29 年 8 月 31 日（木）
申し込み締め切り 平成 29 年 9 月 8 日（金）
【担当責任者】 一般社団法人 和歌山県臨床検査技師会 理事 栗林伴有
【連絡先】 〒640-8558 和歌山市小松原通 4-20
日本赤十字社和歌山医療センター
電話 073-422-4175 （内線 1438）
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の開催及び受講について（重要）
臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴い、平成 27 年 4 月 1 日から、
臨床検査技師の業務範囲に一定の検体採取が追加されました。さらに臨床検
査技師等に関する法律施行規則の一部も改正され、生理学的検査に嗅覚検査
及び味覚検査が追加されました。これらの業務範囲の拡大に伴い、平成 27 年
4 月 1 日時点での臨床検査技師免許取得者には「厚生労働大臣が指定する研
修」を受講することが義務付けられます。すでに日臨技ホームページにて本講
習会受講の受付が始まっております。
詳しくは日臨技ホームページ http://www.jamt.or.jp/training/ をご覧ください。
和歌山県受講率 60％
講習会を受講しなければ検体採取の実施はできません。まだ受講していない
方は必ず受講してください。
平成 29 年の検体採取講習会予定
9 月 16、17 日
大阪ＹＭＣＡ国際文化センター
12 月 9、10 日
ドーンセンター大阪
臨床検査技師連盟より
連盟は加入を呼びかけています。今年の目標は全国 8,000 人 1 万口です。
和歌山会員は、只今 83 人 94 口。約 4 人に 1 人は連盟会員です。ご協力ありが
とうございます。技師でなくても加入できます。さらなるご協力をお願いします。
臨床検査技師と検査業界を守るために活動している、宮本参議院議員への
支援をお願いします。連盟ニュースでも紹介しています。
＜郵便振替での連盟費払込＞
1 口 1,000 円以上 グループでの払い込みも可能。
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
TEL : 073-483-1033
kensa@keiyukai.com
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平成 29 年度
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微生物検査研修会開催の案内
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主催：一般社団法人

日本臨床衛生検査技師会

実務担当技師会：公益社団法人

兵庫県臨床検査技師会

【テーマ】微生物検査の全てに挑戦する二日間

～資格試験に必要な知識習得基礎研修～

※全ての講義が参加型（リモコンによるアンケート集計ツール SmartClick 使用）研修
【日

時】

平成 29 年 11 月 18 日（土）～ 19 日（日）

【場

所】

神戸大学医学部附属地域医療活性化センター

【定

員】

100 名

【受講料】
【日

7,000 円（非会員 10,000 円）

程】

＜1 日目＞

11 月 18 日（土）

※各講義の後に 10 分間の休憩を挟みます

12：00～12：20

受付

12：20～12：30

開講式／オリエンテーション／研修説明

12：30～13：30

抗酸菌検査全般

講師：天理よろづ相談所病院
13：40～15：10

臨床病理部

＜2 日目＞

臨床検査技術科

兼

感染制御部

感染症内科

西村

竹川

啓史

ランチョンセミナー
－知的微生物検査を目指して－
教授

豊川真弘

中村

竜也

耐性菌検査

講師：神戸大学医学部附属病院
閉講式

翔

臨床検査技術部

講師：福島県立医科大学・新医療系学部設置準備室

14：50～

知己

真菌検査

これからの微生物検査を支える方々へ
13：15～14：45

幸福

患者情報の読み方・見方

講師：神戸市立医療センター中央市民病院
12：00～13：00

剛

※各講義の後に 15 分間の休憩を挟みます

講師：神戸大学医学部附属病院
10：45～11：45

山本

質疑応答、1 日目終了

11 月 19 日（日）

9：00～10：30

臨床検査技術部

培養同定検査

講師：住友病院
16：50～17：00

教行

グラム染色

講師：神戸市立西神戸医療センター
15：20～16：50

阿部

感染制御部副部長

【研修内容】
認定臨床微生物検査技師・二級臨床検査士（微生物）に必要な基礎技術習得を目的とし、機械化の進んだ日々
の業務から学べない同定手技や検査原理について勉強できる研修会を開催する。
講義とリモコンによるアンケート集計ツール SmartClick を使用した参加型研修であり、個人の結果は非公開
ではあるが、参加者が実際に講義中に出てくるクイズについて回答をすることで、その場で結果を集計し参加
者の理解度の低い部分へ詳しい解説を行うことが出来ます。
微生物検査技師として必要な知識を、グラム染色・培養同定・耐性菌などの一般細菌だけではなく抗酸菌・
真菌、さらに患者情報の読み方まで勉強できる研修会を目的としています。
【申し込み方法】
日臨技会員の方は、HP より申し込みしてください。（WEB 申し込みの受付です）
ただし、非会員の方は下記事務局宛に E-mail（携帯アドレスは不可）にて、件名『平成 29 年度日臨技近畿
支部微生物研修会

参加申し込み』と記載し、施設名、氏名（ふりがな）、経験年数、電話番号、懇親会参加

の有無を送信してください。
なお、締め切りは平成 29 年 10 月 31 日とします。
お申し込み後 4 日以内に事務局から返信がない場合には、お電話にてお問い合わせください。

問い合わせ先 ： 社会医療法人三栄会
臨床検査科

ツカザキ病院
藤原

美樹

TEL：079-272-8555（代表）内線 766
070-5436-7266（PHS 直通）
E-mail : m-fujiwara@tsukazaki-hp.jp
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平成 29 年度

日臨技近畿支部研修会

「第 5 回近畿支部生理研修会」開催案内
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主催 ： 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 近畿支部
実務担当技師会 ： 滋賀県臨床検査技師会、福井県臨床検査技師会
【テーマ】エキスパートから学ぶ専門知識
【日

時】平成 29 年 11 月 26 日（日）

【場

所】京都保健衛生専門学校

～明日からの業務にプラスワン～

9：30～16：20（専門 20 点）

京都市上京区千本通竹屋町東入主税町 910
【定

員】260 名

TEL ： 075（801）2571

各コース 40 名（腹部エコーコースのみ 60 名）

【受講料】会員 5,000 円
【日 程】 9：30～

非会員 15,000 円
申し込みコース別受付開始

10：10～

開講式

オリエンテーション

10：15～11：55
11：55～12：45

講義①
昼休憩

（昼食は各自持参）

12：45～14：25

講義②

14：35～16：15
16：15～16：20

講義③
閉講式

各講義講師及び内容は下記の通り
コース

講師

所属

内容

心電図①

山田

雅弘

京都工場保健会

異常心電図（不整脈）

心電図②

栗林

伴有

日本赤十字社和歌山医療センター

異常心電図（虚血）

心電図③

増田

信弥

京都民医連中央病院

異常心電図（緊急対応）

心エコー①

長尾

秀紀

兵庫県立尼崎総合医療センター

異常心エコー症例（弁膜症）

心エコー②

山本

真大

大阪中央病院

異常心エコー症例（虚血）

心エコー③

米田

智也

京都大学医学部附属病院

異常心エコー症例（心筋症）

血管エコー①

寺西

ふみ子

八尾市立病院

動脈疾患（PAD、腎動脈、大動脈等）

血管エコー②

福住

典子

血管エコー③

天野

幾司

市立川西病院

頭頚部疾患（脳梗塞、動脈硬化等）

腹部エコー①

福岡

恵子

神戸大学医学部附属病院

胆嚢、胆管、膵臓

腹部エコー②

有馬

隆幸

済生会野江病院

肝臓、腎臓、脾臓

腹部エコー③

木下

博之

紀南病院

腸管疾患

肺機能①

西貝

学

チェスト（株）営業本部

基礎（スパイロメトリー）

肺機能②

和田

晋一

香川県立保健医療大学

精密肺機能検査

肺機能③

沖

神戸大学医学部附属病院

症例から所見を考える

神経生理①

出村

彩郁

国立病院機構宇多野病院

脳波検査

神経生理②

小林

昌弘

天理よろづ相談所病院

神経伝導検査

神経生理③

湶

福井大学医学部附属病院

術中誘発電位

都麦

孝介

神戸大学医学部附属
国際がん医療・研究センター

静脈疾患（静脈瘤、DVT 等）

【申し込み方法】
会員の方は、日臨技ホームページの会員専用サイト（事前参加登録）からお申込み下さい。
※非会員の方へ
◎非会員の方は、下記事務局宛に E-mail（携帯アドレスは不可）にて、下記要綱を記載の上送信下さい。
①E-mail 件名に『平成 29 年度近畿支部生理研修会

参加申し込み』と記載

②施設名
③所属部署
④氏名（ふりがな）
⑤ご連絡先電話番号
⑥第１希望コース
⑦第２希望コース（ありましたら）
⑧第３希望コース（ありましたら）
◎各コース非会員枠を設けておりますが、会員優先であることをご了承ください。
◎お申し込み後５日以内に事務局からの返信がない場合は、大変恐縮ではございますが事務局まで御問い合わ
せ下さいますようお願い申し上げます。
◎地臨技のみの会員は非会員扱いとなりますのでご了承ください。
【申し込み期間】

平成２９年９月９日（土）～９月２９日（金）まで

【研修会事務局】
〒 914-8502
福井県敦賀市三島町 1 丁目 6-60
TEL ： 0770-22-3611

（内線

市立敦賀病院
PHS 7167）

E-mail ： kinkiseirikensa@gmail.com

医療技術部

検査室

担当 ： 河野 裕樹

