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📖 12/21(土)
・第3回生理検査班研修会

📖 1/18(土)
・第3回生物化学分析班研修会
・和臨技病理・細胞研究班研修会

📖 1/25(土)
・第4回微生物班研修会
・第3回一般検査勉強会

🎩第2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：済生会和歌山病院

7階 多目的ホール

●第3回 生理検査班研修会 (190028415) 専門-20
日 時 ： 令和元年12月21日 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「はじめよう！血圧脈波検査」

講師 松下 裕 技師（和歌山県立医科大学附属病院）
講演2「はじめよう！標準的評価法に沿った下肢動脈超音波検査の進め方」

講師 大前 嘉良 技師 （紀南病院）
責任書 ： 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 内線番号(2408)

●第3回 生物化学分析班研修会（190028066）専門-20
日時 ： 令和2年1月18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 技師控室
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技）500円 非会員 1000円
内容 ： 臨床化学免疫化学の最新トピックス
司会 和田 哲 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
1．ALPおよびLDのIFCCへの移行

石井 葵 先生 （積水メディカル株式会社）
2．新規炎症性腸疾患マーカーLRGについて

石井 葵 先生 （積水メディカル株式会社）
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）Mail：s-wada@wakayama-med.ac.jp

●和臨技病理・細胞研究班研修会 （和歌山県臨床検査技師会）
（190029988） 基礎-20点
日時 ： 令和２年1月18日（土） 14：00～17：30
場所 ： 和歌山医科大学 生涯研修センター・研修室（図書館棟3階）
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技）500円 非会員 1000円
内容
13：30 受付開始
14:00～14：10 開会挨拶
14：10～14：40
講演1「コンパニオン診断における病理組織検体の取り扱いについて 」

田中 真理 技師 （和歌山労災病院）
14：40～15：10
講演2「パパニコロウ染色の濃度や染色時間による変化について」

永井 宏和 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
15：10～15：40
講演3「遠隔病理診断(テレパソロジー)とバーチャルスライドを用いた

当院における運用について」
淡路 有恵 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）

15：40～16：10
講演4「和臨技精度管理報告 ＨＥ染色について」

阪田 幸範 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
16：10～16：20 休憩
16：20～17：30
講演5「がんゲノム医療中核病院におけるがん遺伝子パネル検査の現状と臨床検

査技師の関わり」
白波瀬 浩幸 先生 （京都大学医学部附属病院）

募集人員 ： 40名 （事前予約なし）
※研修会終了後懇親会も予定しています。参加される方は1月10日（金）までに下記
の連絡先まで連絡下さい。
問い合わせ先 ： 学術部 病理・細胞検査研究班長
日本赤十字社和歌山医療センター 病理診断科 奥村 寿崇
TEL:073-422-4171 Email：wrc-pc@wakayama-med.jrc.or.jp

●第4回微生物班研修会（190029034）専門-20
日時 ：令和２年1月25日（土） 15：00～17：00
場所 ：済生会和歌山病院 7階 講堂
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技）500円 非会員 1000円
内容
講演1. 「迅速マイクロコロニー検出法を用いた血液培養における耐性菌の迅速検出」

講師 口広 智一 技師 (公立那賀病院 臨床検査科）
司会 中松 純一 技師 （済生会和歌山病院 臨床検査科）

講演2.「感染症診療をもっと便利に～ASTによる選択的報告支援～」
講師 久保健児先生
（日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部副部長/救急科部）

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

学術部より

〇社会福祉法人恩賜財団
済生会有田病院

〇滋賀医科大学医学部附属病院

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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SCHEDULE

📖 12/21(土)
・第3回生理検査班研修会

📖 1/18(土)
・第3回生物化学分析班研修会
・和臨技病理・細胞研究班研修会

📖 1/25(土)
・第4回微生物班研修会
・第3回一般検査勉強会

臨床検査技師連盟より

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。引き続きお願いし
ます。日本臨床検査技師連盟のホームページをリニューアルし、入会方法もわかりや
すくなったと思いますがいかがでしょうか。情報も更新されています。連盟ニュース
ものぞいてください。臨床検査技師の地位向上を実現していくには強い組織力と発言
力が必要です。それは加入者数です。今後とも加入の協力を呼びかけていきますので、
よろしくお願いします。
政治団体の年度は1月から12月です。自動引き落としでない方は、新たな加入が必
要です。また、3000円になった段階で更新承認の手続きができていず引き落としが中
止になっている方もあるようですので、ご確認ください。

2/16（日）和歌山県医学検査学会の連盟ブースで加入受付します。ご利用ください。
＜郵便振替での連盟費払込＞
1口3,000円 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

●第39回和歌山県医学検査学会 専門-20（190028583）
開催日：令和2年2月16日（日）8:30～16:30
場 所：Hotel&Resorts WAKAYAMA-MINABE

(旧紀州みなべロイヤルホテル）
参加費：1,000円（会員） 6,000円（非会員）
受 付：8：30開始

意見交換会
日 時：令和2年2月15日（土）18:30～20:30（受付18:00より）
場 所：Hotel&Resorts WAKAYAMA-MINABE

(旧紀州みなべロイヤルホテル）
会 費：7,000円

学会事務局
ひだか病院 臨床検査科 中尾光孝

0738-22-1111（代表） E-mail：akira_jazz_81@yahoo.co.jp

第40回 和歌山県医学検査学会より

学術部より

●第3回 和臨技一般検査勉強会 (190031396) 専門-20
日時 ： 令和2年1月25日(土)、14：00～16：30
会場 ： 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 ： 3部門から見る腎・泌尿器の悪性腫瘍
①尿沈渣で見る腎・泌尿器の悪性腫瘍

講師 林 健太 技師 （和歌山県立医科大学附属病院紀北分院）
②細胞診及び組織診で見る腎・泌尿器の悪性腫瘍

講師 阪田 幸範 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
③超音波画像で見る腎・泌尿器系の悪性腫瘍

講師 木下 博之 技師 （紀南病院）
司会 鈴木 恭子 技師 （紀南病院）
連絡先 ： 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
電話番号 0736－22－0066
担当責任者 ： 林 健太

mailto:kensa@keiyukai.com
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