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📖 8/10(土)
・第5回 和歌山県細胞検査士会主催
細胞検査士スキルアップ(養成)講座

（和歌山県臨床検査技師会後援）

📖 8/24(土)
・第2回輸血検査班研修会

📖 8/31(土)
・第2回総合管理部門研修会

📖 9/1(日)
・次世代のためのワークショップ

📖 9/8(日)
・第3回生理・血液合同研修会

✋ 9/8(日)
・令和元年度
和臨技コミュニケーション企画

🎩第3回和臨技理事会
日 時：令和元年8月3日（土）

15：00～17：00
場 所：
和歌山県立医科大学附属病院
中央検査部 3階 技師控室

●第5回 和歌山県細胞検査士会主催細胞検査士スキルアップ(養成)講座
（和歌山県臨床検査技師会 後援）

日時 ： 令和元年8月10日(土) 13:00～
場所 ： 和歌山県立医科大学附属属病院 病理検査室
参加費 ： 無料
内容 ： 体腔液・その他希少症例
講師 ： 和歌山県立医科大学附属病院 木下 勇一 技師
細胞検査士に興味のある方・資格を取得しようとしている方はぜひ参加してださい。
また、日頃あまり標本を見ることのできない方や若手の細胞検査士の方々のスキル
アップも目的としていますのでご参加ください。
担当責任者： 和歌山県立医科大学附属病院 木下 勇一
また、準備などが必要なため参加される方は7月26日（金）までに下記の連絡先に連
絡ください。
連絡先 ： 奥村 寿崇 （日赤和歌山医療センター）
TEL:073-422-4171 email：wrc-pc@kankyo.ne.jp / toshi19862301@gmail.com

●第2回 輸血班研修会（190015107） 専門-20
日時 ： 令和元年8月24日(土) 14:00～16:30
場所 ： 和歌山県JAビル会議室 11-A
参加費 ： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
講演1.「不規則抗体検査の意義と進め方」
講師 ：富士フイルム和光純薬株式会社

臨床検査薬学術研究本部西日本学術部課長
山下 省一 先生

連絡先 ： 和歌山県立医科大学附属病院輸血部
担当責任者： 冨坂竜矢 073-447-2300 (内線：2373)

●第2回 総合管理部門勉強会（190013183） 基礎-20

日時 ： 令和元年8月31日（土） 14：00～16：00
場所 ： 和歌山県立医科大学高度医療人育成センター 5階 中研修室
参加費 ： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容
１）認定認知症領域検査技師とその役割
講師 ： 則藤 佳子 技師（日本赤十字社和歌山医療センター）
２）認知症診療における臨床検査
講師 ： 高橋 隼 先生（和歌山県立医科大学 神経精神医学教室 講師）
連絡先 ： 有田市立病院
担当責任者： 大西 まゆみ TEL0737-82-2151(150)

●「次世代のためのワークショップ」（190012182）基礎-20
詳細は 和臨技ホームページより
開催日 ：令和元年9月1日（日曜日）
時 間 ：12：00～16：00
会 場 ：JA和歌山ビル 11階A
募集人数 ：15名
参加条件：和歌山県臨床検査技師会会員かつ日本臨床衛生検査技師会会員であること
参加費 ：500円
参加申し込み：
参加申込書(ホームページ)を添付し下記アドレスまでメールにてお申し込みください。

紀南病院 木下博之 hkinoshita@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp
申し込み期間：令和元年8月9日（金）まで

●第3回生理・血液合同研修会（生理：190013970、血液：190008165）専門-20

日時 ： 令和元年9月8日（日） 14：00～16：00
場所 ： 和歌山県立医科大学附属病院

高度医療人育成センター５階 大研修室
参加費 ： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容
講演1. 診療放射線技師が教える基本CT検査
講師 ： 井上健二 先生（和歌山県立医科大学附属病院 中央放射線部）
講演2. MRIの基本原理～基礎から撮影原理まで～
講師 ： 斉木善之 先生（和歌山県立医科大学附属病院 中央放射線部）
生理班担当責任者 ： 松下裕
連絡先 ：和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部 073-447-2300(内線2408)
血液班担当責任者 ： 山本舞
連絡先 ：国保日高総合病院 臨床検査科 0738-22-1111(内線 3607)

学術部より

〇国保日高総合病院
〇公立那賀病院
〇小池クリニック
〇医療法人裕紫会 中谷病院
〇社会福祉法人恩賜財団

済生会有田病
〇たまい内科

詳細は和臨技ホームページ求人情報をご覧ください。
（http://www.waringi.jp.org/kyuujinnjyouhou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会
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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。

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。

事務局より

平素より連盟の活動にご理解とご協力をありがとうございます。
第25回参議院議員選挙が7/4公示、7/21開票となりました。選挙に行こう！
当日は仕事や旅行、冠婚葬祭などで急に投票に行けないこともあります。投
票の権利を無駄にしないためにも、期日前投票も利用しましょう！

7月1日（月）にシェラトン都ホテル大阪で「小川しんじ総決起大会」が開催
されました。平日ということもあり、和歌山からは竹中会長をはじめ数人し
か行けませんでしたが、立ち見がでるほどの参加者でした。内閣府大臣政務
官 長尾敬議員、財務大臣政務官 宮島議員の力強いあいさつに続き、全国
旅館ホテル組合や大阪パーマネント協会からの応援もあり、保健衛生の立場
での層の厚さを感じました。

＜郵便振替での連盟費払込＞
1口3,000円以上 何口でも可。 グループでの払い込みもできます。
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

臨床検査技師連盟より
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📖 8/10(土)
・第5回 和歌山県細胞検査士会主催
細胞検査士スキルアップ(養成)講座

（和歌山県臨床検査技師会後援）

📖 8/24(土)
・第2回輸血検査班研修会

📖 8/31(土)
・第2回総合管理部門研修会

📖 9/1(日)
・次世代のためのワークショップ

📖 9/8(日)
・第3回生理・血液合同研修会

✋ 9/8(日)
・令和元年度
和臨技コミュニケーション企画

第59回日臨技近畿支部医学検査学会

温湖知新 ～その先を見すえる臨床検査～

会期：2019年10月26日・27日
会場：ピアザ近江 他

●令和元年度和臨技コミュニケーション事業企画
日 時：令和元年9月14日（土）11：00～15：30
場 所：和歌山県立潮岬青少年の家
参加費：大人：1000円 子供：500円
内 容：本州最南端、串本町潮岬青少年の家にて野外炊飯（カレー作り）とレク
リエーションを企画しました。施設・年代をこえて交流を深めて頂く事を目的と
していますので多数のご参加、よろしくお願いします。
連絡先：新宮市立医療センター 臨床検査部 福島 美幸

電話：0735-31-3333 FAX:0735-31-3337
メール：jsb-bwv@hsp.shingu.wakayama.jp

コミュニケーション委員会より

mailto:kensa@keiyukai.com

