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📖 11/24(日)
・第4回病理細胞班研修会
・第8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）

📖 12/7(土)
・第2回生物化学分析班研修会

✍ 12/14(土)
・和臨技災害フォーラム2019

📖 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

🎩第5回和臨技理事会
日 時：令和2年1月18日（土）

15：00～17：00
場 所：済生会和歌山病院

7階 多目的ホール

●第4回 病理細胞班研修会（190024118）専門-20
日時 ： 令和元年11月24日（日）13:00～15:00
場所 ： 日本赤十字社和歌山医療センター 6階 細胞診鏡検室
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 PartⅡおよびセルフアセスメント
講師 ： 稲垣 充也 技師 （公立那賀病院）

真谷 亜衣子 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
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8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24日 (日) 15:00～
場所 ： 日本赤十字社和歌山医療センター 6階 細胞診鏡検室
参加費： 無料

内容
細胞検査士2次試験対策 PartⅡおよびセルフアセスメント
講師 ： 稲垣 充也 技師 （公立那賀病院）

真谷 亜衣子 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
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： 稲垣 充也 （公立那賀病院）

真谷 亜衣子 （日本赤十字社和歌山医療センター）
また、準備などが必要なため参加される方は11月18日（月）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

●第2回 生物化学分析班研修会（190028055）専門-20
日時 ： 令和元年12月7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 ：今さら聞けない臨床化学
司会 堀端 伸行 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
1. 今さら聞けない生化学自動分析装置 ータイムコースを見てみようー
楠見 塁 先生
(日本電子株式会社医用機器事業部ME技術技術サポートセンター応用研究チーム)
2.今さら聞けない 精度管理の基礎
鈴木 誠也 先生 （公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院）
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

TEL: 073-447-2300（内線2389）Mail: s-wada@wakayama-med.ac.jp

●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）
担当責任書 ： 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）
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

TEL: 073-447-2300（内線2389）Mail: s-wada@wakayama-med.ac.jp

学術部より

〇独立行政法人宮城県立病院機構
〇社会福祉法人恩賜財団済生会有田病院

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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●和臨技災害フォーラム 2019
せまりくる大規模災害 臨床検査技師の役割(190029179) 基礎-20

日時：令和元年12月14日（土）14時～17時（受付開始13時30分～）
場所：済生会和歌山病院７階講堂
参加費：無料

講師及びプログラム（概要）

和歌山県における災害医療対策 医療調整本部との関りについて
和歌山県福祉保健部健康局医務課 地域医療班 副主査

岡田 翔 先生

リエゾンとロジスティックの重要性について
日本赤十字社和歌山医療センターDMAT隊員からの提言
日本赤十字社和歌山医療センター 医療社会事業部社会課 社会係長

北川 勝巳 先生

DHEAT活動参画への可能性について
新宮保健所中住技師から活動報告と提言
和歌山県東牟婁振興局健康福祉部 総務健康安全課主査

中住 公泰 技師

連絡先：
済生会和歌山病院 診療技術部臨床検査科 TEL：073-424-9805 久保 光史
和歌山労災病院 中央検査部 TEL：073-451-3181（内線2270）田中 規仁

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。

今年12月で検体採取の講習会は終了となります。

事務局より
SCHEDULE

📖 11/24(日)
・第4回病理細胞班研修会
・第8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）

📖 12/7(土)
・第2回生物化学分析班研修会

✍ 12/14(土)
・和臨技災害フォーラム2019

📖 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

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。
日本臨床検査技師連盟のホームページがリニューアル！一度のぞいてください。
近畿支部学会（滋賀）で、「臨床検査の未来のために」と題して、臨床検査技師

から政治の世界に転身されました京都府向日市の安田守市長の講演会を開催しまし
た。
講演では 臨床検査技師として医療政策にどう対応していくのか 現状をどう変

えていきたいのか 臨床検査業界全体で同じ思いと意志をもって一歩を踏み出し
て！目標を実現すべく政治連盟の役割がそこにある！と、熱いエールをいただきま
した。
その後の近畿ブロック会議では、参議院選挙の取り組みと連盟加入について報告

しあいました。技師の約半数が選挙に行っていない状況です。
要求を引き出して具体的な目標を示して結集をはからないと技師の地位向上はあ

りえません。まずは考えることから始めます。
今後とも、連盟への協力をよろしくお願いします。

＜郵便振替での連盟費払込＞
払込用紙は連盟のHPから印刷可能。郵便局のものでもOK
1口3,000円
グループでの払い込みもできます。氏名のリストをFAXする 03-3768-6722

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

問い合わせ先：日技連和歌山県支部 恵友病院 脇村小津江 kensa@keiyukai.com

mailto:kensa@keiyukai.com

