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📖 10/5(土)
・第3回微生物班研修会

📖 10/12(土)
・第2回生理機能班研修会

✍ 10/19(土)
・第20回医療セミナーINわかやま
・全国「検査と健康展」和歌山会場

📖 11/2(土)
・第3回病理細胞班研修会
・第7回和歌山県細胞検査士会主催
細胞検査士スキルアップ要請講座
（和歌山県臨床検査技師会後援）

✍ 11/3(日)
・第24回和歌山県病院協会学術大会

📖 11/9(土)
・第4回血液・生化学合同研修会

✍ 11/16(土)・17(日)
・ベッドサイド実践講習会

🎩第5回和臨技理事会
日 時：令和2年1月18日（土）

15：00～17：00（予定）
場 所：未定

●第3回微生物班研修会～はじめてみよう！遺伝子検査！～
(190017952) 専門-20
日時：令和元年10月5日（土） 14：00～17：00
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

内容
講演1.「全自動迅速遺伝子解析装置 FilmArrayの紹介」

講師：竹井 真一先生 （ビオメリュージャパン株式会社）
講演2.「TRCReadyシステムによる遺伝子検査」

講師：早川絵里 先生 （東ソー株式会社）
講演3.「POTキットで出来ること（原理と応用）」

講師：中村祐介 先生 （関東化学株式会社）
講演4.「LAMP法の近況について」

講師：古谷忠久 先生 （栄研化学株式会社）

特別講演：
「市中病院でもできる遺伝子検査～市中病院で遺伝子検査を行う意義とは～」

講師：磯崎将博 先生（天草郡市医師会立 天草地域医療センター 検査部）
司会：口広 智一 技師 （公立那賀病院 臨床検査科）

連絡先 ： 公立那賀病院 臨床検査科 TEL：0736-77-2019
責任者 ： 口広 智一

●第2回 生理検査班研修会（190017042） 専門-20
日時 ：令和元年10月12日(土) 9:00～17:00
場所 ：和歌山県立医科大学附属病院 3階 中央検査部技師控室
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：前田俊徳 先生
（株式会社日立製作所 開発統括本部

第一製品開発部 第一設計部 第一バックエンドグループ）
連絡先： 和歌山県立医科大学附属病院生理機能検査室
電話番号： 073-447-2300 (内線：2407)
担当責任者： 中塚 賢一
注：昼食はありませんので各自ご用意ください

●第3回 病理細胞班研修会（190021148） 専門-20
日時 ：令和年11月2日（土）13:00～15:00
場所 ：和歌山県立医科大学附属属病院3Ｆ 病理検査室
参加費 ：会員（和臨技・日臨技）500円 非会員 1000円

内容
細胞検査士2次試験対策 PartⅠおよびセルフアセスメント

講師：田中真理 技師（独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院）
木下勇一 技師（和歌山県立医科大学附属病院 ）

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ください。
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 ： 奥村 寿崇 （日赤和歌山医療センター）TEL：073-422-4171
Email：wrc-pc@wakayama-med.jrc.or.jp

●第7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11月2日(土) 15:00～17:00
場所 ： 和歌山県立医科大学附属属病院3Ｆ 病理検査室
参加費 ： 無料

内容
細胞検査士2次試験対策 PartⅠおよびセルフアセスメント

講師：田中真理 技師（独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院）
木下勇一 技師（和歌山県立医科大学附属病院 ）

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ください。
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。
責任者：田中真理 （独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院）

木下 勇一（和歌山県立医科大学附属病院）
また、準備などが必要なため参加される方は10月25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@wakayama-med.jrc.or.jp /  toshi19862301@gmail.com

学術部より

〇独立行政法人
地域医療機能推進機構

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/kyujinjyouhou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会
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●第4回 血液・生化学合同研修会
（血液 190019190 生化学 190021452）専門-20、専門-20
日時 ：令和元年11月9日（土） 14：30～16：30
場所 ：和歌山県立医科大学附属病院 東棟3F 地域医療支援センター

サテライト会場①：勝浦温泉病院 糖尿病・生活習慣病センター
サテライト会場②：新宮医療センター 会議室

参加費 ： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容
司会：箕浦 直人 技師、和田 哲 技師（和歌山県立医科大学附属病院）
1. Ｒ-ＣＰＣってなんだろう？
講師：和田 哲 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
2.Ｒ-ＣＰＣをやってみよう
回答者：山本 裕也 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
回答者：新田 紗代 技師 （海南医療センター）
症例提示者：堀端 伸行 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
*研修会当日までに症例データの配布をご希望の場合は、下記の担当責任者までメー
ルでご連絡ください。

血液担当責任者：：小山 明日美
連絡先：紀南病院 中央臨床検査部 0739-22-5000（内線2216）
メールアドレス：kasumi@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp

生化学担当責任者：和田 哲
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2389）
メールアドレス：s-wada@wakayama-med.ac.jp

学術部より

事務局より

●第24回和歌山県病院協会学術大会（190022408）専門-20
テーマ：医療現場での災害対策・防災対策
日時：令和元年11月3日(日)9：00～17：00
場所：ホテルアバローム紀の国
参加費：2,000円（当日）
主催：公益社団法人和歌山県病院協会
共催：和歌山県臨床検査技師会

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。

●第20回医療セミナーin わかやま （190019280）基礎-20
テーマ：「動脈硬化症 –静かに忍び寄る血管の老化-」
日時：令和元年 10月19日（土）13:00～15:00
場所：イオンモール和歌山 ３階 イオンホール
参加費：無料
内容
講演１「脳卒中 -予防と治療の最前線-」
和歌山県立医科大学附属病院 脳神経外科 助教 石井政道 医師

講演２「心血管病の予防と治療 -心臓、脳を守るために必要な事-」
和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 講師 谷本貴志 医師

担当責任者：和歌山県立医科大学附属病院 森井眞治 Tel.073-447-2300

●全国「検査と健康展」和歌山会場
今年の全国「検査と健康展」和歌山会場は、臨床検査と臨床検査技師を知っ
ていただく取り組みとして毎年行っています。今年はイオンモール和歌山 イ
オンホールで開催します。詳しくは和臨技ホームページをご覧ください。広報
用チラシができましたら、印刷して掲示や配布をお願いします。また、お誘い
あわせておいでください。
開催日時 ： 令和元年 10月19日 （土） 10：00～16:00
会 場 ： イオンモール和歌山 イオンホール

〒640-8451和歌山市中字楠谷573番地 TEL 073-452-8811
内 容 ：物忘れチェックで認知症予防

細胞をのぞいてみよう
「音」でいろいろみてみよう
白衣を着れば、あなたも臨床検査技師
乳がん模型で触診体験
医師による健康と検査の相談 他

担 当 ： 医療法人恵友会 恵友病院 検査診断部
脇村 小津江 E-mail   kensa@keiyukai.com

SCHEDULE

📖 10/5(土)
・第3回微生物班研修会

📖 10/12(土)
・第2回生理機能班研修会

✍ 10/19(土)
・第20回医療セミナーINわかやま
・全国「検査と健康展」和歌山会場

📖 11/2(土)
・第3回病理細胞班研修会
・第7回和歌山県細胞検査士会主催
細胞検査士スキルアップ要請講座
（和歌山県臨床検査技師会後援）

✍ 11/3(日)
・第24回和歌山県病院協会学術大会

📖 11/9(土)
・第4回血液・生化学合同研修会

✍ 11/16(土)・17(日)
・ベッドサイド実践講習会
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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。参議院選挙は残念な
結果になりましたが、3年後の選挙に向け、教訓として生かしていきます。現在連盟加
入者は57名にとどまっている状況です。引き続き 連盟加入の協力をお願いします。
日臨技近畿支部学会（滋賀）で、京都府向日市長 安田守氏をお招きし、「臨床検査
の未来のために」と題して講演会を開催することになりました。10/26（土）15：00-
15：30講演内容を抄録より抜粋します。
「法律や制度の改正に柔軟に対応することはもちろん重要であるが、技師として職域
の確保や地位向上のために、我々が自分たちの資格や関連法令について考え改正しよ
うと行動することも重要である。そこで、対外的発信の重要性やその方策、さらには
政治連盟をふくめ我々がなすべき今後の取り組みについて考える。」多くの方々の参
加をお待ちしています。
＜郵便振替での連盟費払込＞
払込用紙は連盟のホームページから印刷可能。郵便局のものでも使えます。1口3,000
円 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

SCHEDULE

📖 10/5(土)
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✍ 11/3(日)
・第24回和歌山県病院協会学術大会

📖 11/9(土)
・第4回血液・生化学合同研修会

✍ 11/16(土)・17(日)
・ベッドサイド実践講習会

●「ベッドサイド実践講習会」
開催日 ：令和元年11月16日（土） 12時30分～17時45分

令和元年11月17日（日） 10時00分～15時00分
場所 ：済生会和歌山病院 7階多目的ホール

和歌山県和歌山市十二番丁45
受講対象 ：日臨技正会員で検体採取に関する講習会を受講したもの
募集人員 ：30名
内容 ：他の医療専門職による講義・実技
申込み方法 ：「ベッドサイド実践講習会申込書」を和臨技ホームページよりダウン

ロードの上、必要事項を記載しメールにて申込み
研修会受講料：2,000円（当日、受付にて支払い）
申込み期間 ：令和元年10月1日～10月25日（ただし定員になり次第締め切ります）
申込み先 ：一般社団法人 和歌山県臨床検査技師会事務局

E-mail : waringij@wakayama-med.ac.jp
担当者：久保 光史（済生会和歌山病院 臨床検査科 TEL : 073-424-9805）
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第４０回和歌山県医学検査学会を梅かおる時期の２０２０年２月
１６日(日)、「HOTEL＆RESORTS  WAKAYAMA MINABE」で開催しま
す。
学会テーマは「彩 -いろどり- 」
私たちは臨床検査のスペシャリストとして日々技術を磨いており
ますが、社会の要求はチーム医療、タスクシフティング、地域連
携と増加する一方です。それらに対応すべく、検査技術に加えて、
コミュニケーションスキル、人材育成などさらなる学びは尽きま
せん。今回の特別講演は人材開発技法の一つである「コーチン
グ」を、那智勝浦温泉病院 院長 山本 康久 先生にお願いし
ています。皆様には、演題発表、意見交換会を通じ、様々な場面
で活躍する臨床検査技師の「彩 -いろどり-」となる一助となれる
ことを願っております。
学会を成功に導いていただきますよう、ご協力をよろしくお願い
いたします。

第40回和歌山県医学検査学会 学会長 脇村 小津江

開催日：令和2年2月16日(日)  
会場：HOTEL＆RESORTS  WAKAYAMA-MINABE

一般演題
募集期間：令和元年9月1日(日)～令和元年11月13日(水) 必着
抄録締切：令和元年11月29日(金)必着

意見交換会
令和2年2月15日（土）18:30～20:30  
HOTEL＆RESORTS  WAKAYAMA-MINABE 1F インペリアルホール
参加費6,000円
※詳細は各施設に送付の案内もしくは和臨技ホームページをご覧
ください。

第40回和歌山県医学検査学会
「彩-いろどり-」

会期：令和2年2月16日（日）
会場：Hotel & Resorts WAKAYAMA-MINABE

学会長：脇村小津江（医療法人恵友会 恵友病院）
実行委員長：山本須美子（有田市立病院）

一般演題募集期間
令和元年9月1日（日）～

11月13日（水）

第40回和歌山県医学検査学会より

tel:073-483-1033
mailto:kensa@keiyukai.com
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