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📖 9/1(日)
・第3回輸血班研修会（実技）

📖 9/8(日)
・第3回生理・血液合同研修会

📖 9/14(土)
・第1回生理検査班研修会

📖 9/21(土)
・第2回病理細胞班研修会
・第6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）

📖 10/5(土)
・第3回微生物班研修会

📖 10/12(土)
・第2回生理検査班研修会

🎩第4回和臨技理事会
日 時：令和元年9月21日（土）

15：00～17：00
場 所：済生会和歌山病院

7階 多目的ホール (予定)

●第3回輸血班研修会（実技）（190018199）専門-20
日時 ：令和元年9月1日(日) 10:00～16:00頃 （受付9:30～）
場所 ：和歌山労災病院 3階大会議室
参加費 ：会員(和臨技・日臨技) 2,000円 非会員4,000円
内 容 ：血液型検査・不規則抗体検査・交差適合試験の実技基礎（予定）
定 員 ：先着20名程度
申込受付期間：令和元年8月7日(水)～8月23日(金)
申込内容 ：日臨技会員番号、氏名、施設名、電話番号(内線)、

メールアドレスを書いて下記アドレスまで送ってください。
その他 ：昼食は各自で準備をお願い致します。
当日は、会員証、白衣、試験管立て、タイマー、油性マジックペン、筆記用具、輸
血・移植検査技術教本（持っていない人には新輸血検査の実際 黒本）を持参してく
ださい。

連絡先 ：和歌山県立医科大学附属病院輸血部
電話番号 ：073-447-2300 (内線：2373)
Mai l ： tomisaka@wakayama-med.ac.jp
担当責任者：冨坂竜矢

●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)

●第1回 生理検査班研修会（190015185）専門-20
日時 ：令和元年9月14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 大研修室
参加費 ：会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容 ：「心電図判読～過去3年分の和臨技フォトサーベイ～」

講師：石倉 美月 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター 検査部）

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

●第2回 病理細胞班研修会 （190016906） 専門-20
日時 ：令和元年9月21日（土）13:00～15:00
場所 ：和歌山労災病院 3階 大会議室
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1次試験（スライド）対策およびセルフアセスメント

講師：田中 真理 技師 （和歌山労災病院）
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。

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6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9月21日(土) 15:00～
場所 ：和歌山労災病院 3階 大会議室
参加費 ：無料
内容 ：細胞検査士1次試験（スライド）対策およびセルフアセスメント

講師：田中 真理 技師 （和歌山労災病院）
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 真理技師 (和歌山労災病院)
また、準備などが必要なため参加される方は9月18日（水）までに下記の連絡先に連
絡ください。車で来られる方は駐車券を持参してください。
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

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

済生会有田病院
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/kyuujinnjyouho
u.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

SCHEDULE

📖 9/1(日)
・第3回輸血班研修会（実技）

📖 9/8(日)
・第3回生理・血液合同研修会

📖 9/14(土)
・第1回生理検査班研修会

📖 9/21(土)
・第2回病理細胞班研修会
・第6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）

📖 10/5(土)
・第3回微生物班研修会

📖 10/12(土)
・第2回生理検査班研修会

●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

学術部より

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回参議院議員選挙で、小川しんじ候補をご支援いただき、ありがとうございました。後援会にもご協力を得て活動してきましたが、全国
の得票は85,268票（和歌山623票）で、残念ながら「議席」に届かずの結果でした。詳しくは連盟ニュース122号をご覧ください。この結果の
反省を3年後の選挙活動につなげていきます。連盟の活動に更なるご協力をお願いします。
第59回日臨技近畿支部学会（担当 滋賀)で、京都府向日市の安田守市長をお招きし、「臨床検査の未来のために」と題して講演会を開催し

ます。10/26（土）15:00-15:30です。市長の立場から、臨床検査技師の役割についてお話いただけるものと思います。ぜひとも、お立ち寄りく
ださい。

＜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

mailto:kensa@keiyukai.com

