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🎩未定

学術部より

〇社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院
〇医療法人 浩仁会 南堺病院
〇医療法人 誠佑記念病院
〇平成記念会 平成記念病院

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/kyujinjyouh
ou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会

●第1回血液検査班研修会（専門-20：210007202）
日時：2021年9月4日（土） 14：00～15：30
場所：ZOOMを用いたWEB開催
参加費：日臨技会員 無料
内容：「症例から学ぶ止血・血栓の異常～実践編～」
講師：和歌山県立医科大学附属病院血液内科 田村志宣先生
参加希望の方は、以下のURLより事前登録を行ってください。
このミーティングに事前登録する：
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvcu2ppjIuHNO56mhf9gf
WyMhaV6Yg47hh
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
※一端末にて複数の会員様で聴講される場合は、セミナー終了ま
でにエントリー者以外の聴講者の日臨技会員番号を担当責任者ま
でご連絡ください。
担当責任者：小山 明日美（紀南病院 中央臨床検査部）
Tel：0739-22-5000
Mail：kasumi@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp

●令和3年度第2回生物化学分析班研修会（専門-20 : 210008922）
日時： 2021年9月24日（金）18 : 00～19 : 00
場所： ZOOMを用いたWEB開催
参加費：和臨技・日臨技会員無料
内容：「BNPの基礎と最近の話題」
講師：丸尾直子先生（東ソー株式会社 バイオサイエンス事業

部 マーケティング部）
連絡先：公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院
電話番号： 073-447-2300(2383)
担当責任者：平康 雄大 hryskzhr@wakayama-med.ac.jp

●令和3年度第1回生理検査班研修会（専門-20 : 210008911）
日時： 2021年9月24日（金）19 : 00～20 : 00
場所： ZOOMを用いたWEB開催
参加費：和臨技・日臨技会員無料
内容：「わかりやすい心電図のよみかた～虚血性心疾患～」
講師：関根 敏勝 技師 （和歌山県立医科大学附属病院

中央検査部）
連絡先：公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院
電話番号： 073-447-2300(2407)
担当責任者：松下 裕 yumatsu2@wakayama-med.ac.jp

※9月24日開催分研修会は、Zoomを用いたwebセミナーとなりま
す。視聴端末は参加者各位でご準備ください。
通信安定のため、当日は映像、音声共にOFFにて聴講頂き、質疑
応答の際は、それぞれONに切り替えてください。webマイク、カ
メラをご準備いただき、聴講される事を推奨いたします。講演の
録画ならびに撮影は禁止とします。
参加希望の方は、以下のURLより事前登録を行ってください。
あなたはZoomミーティング（生物化学分析班・生理検査班 合
同研修会）に招待されました。
開催時刻：2021年9月24日 06:00 PM 大阪、札幌、東京
このミーティングに事前登録する：
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOyvpj4sHtc0btUpGoN
LUlXGtCqglL5y
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます
※一端末にて複数の会員様で聴講される場合は、セミナー終了ま
でにエントリー者以外の聴講者の日臨技会員番号を担当責任者の
松下までご連絡ください。
担当責任者：和歌山県立医科大学附属病院中央検査部

松下 裕(マツシタ ユウ) tell:073-447-2300 (内線 2408)
mail:yumatsu2@wakayama-med.ac.jp

8/28（土）
・第3回 和歌山県細胞検査士会主催

細胞検査士養成講座

9/4（土）
・第1回 血液検査班研修会

9/11（土）
・令和3年度

日臨技近畿支部病理細胞研修会

9/24（金）
・第2回 生物化化学分析版研修会

9/24（金）
・第1回 生理検査班研修会

9/25（土）
・第4回 和歌山県細胞検査士会主催

細胞検査士養成講座

9/26（日）
・第2回 病理細胞班研修会

10/2（土）
・令和3年度

日臨技近畿支部微生物部門秋季研修会

10/9（土）
・第2回 微生物班研修会

11/23（火・祝）
・第26回和歌山県病院協会学術大会

11/27（土）～ 12/10（金）
・第60回日臨技近畿支部医学検査学会
（オンライン開催）
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学術部より

●第4回 和歌山県細胞検査士会主催細胞検査士養成講座（和歌
山県臨床検査技師会 後援）
日時：令和 3年9月25日(土) 13:00～
場所：独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院

講義 3階 小会議室 （Zoomを使用したハイブリッド開催）
鏡検実習 2階 病理検査室 （希望者のみ）
＊新型コロナ感染状況によりZoomのみで開催する場合あり
参加費：無料
内容 ： 1次試験対策
今回は、1次試験スライド対策としまして、100問を出題・解答
2次試験のみの方で鏡検希望の方は個別に対応させていただきま
す。
講師：和歌山労災病院 田中 真理 技師

日本赤十字社和歌山医療センター 真谷 亜衣子 技師
1次試験を受験される方はぜひ参加してください。また、2次試
験のみ受験される方で、鏡検を希望される方は責任者まで連絡お
願いします。
責任者：和歌山労災病院 田中 真理 技師

日本赤十字社和歌山医療センター 真谷 亜衣子 技師
準備などが必要なため、参加される方は9月17日（金）までに下
記の連絡先に連絡ください。その際、鏡検希望者はその旨も連絡
お願い致します。
また、Zoomでの開催時は招待メールを1日前に送らせていただき
ますので、招待メールの送付アドレスの記載をお願い致します。
＊当日欠席される場合は下記連絡先のアドレスにメール連絡を
お願いします。
＊当日車で来られる方は駐車券を会場までご持参願います。
＊Zoomの際は参加確認のため「所属施設 氏名」にて入室お願
いします。
連絡先：紀南病院 中央臨床検査部 笠松 功

TEL：職場 0739-22-5000
E-mail：kkasamatsu@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp

●第2回 病理細胞班研修会（210009204）専門-20
日時：2021年9月26日（日）13時～14時
場所：独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院

3階 大会議室 （Zoomを使用したハイブリッド開催）
＊新型コロナ感染状況によりZoomのみで開催する場合あり
参加費：和臨技・日臨技会員 無料
内容：「オンコマインDx Target Test CDx システムによる肺癌遺伝
子検査について」
講師：サーモフィッシャーサイエンティフィックライフテクノ
ロジーズジャパン株式会社 山本 永司 先生
参加希望の方は、下記の連絡先まで日臨技番号・氏名・所属先
を9月17日（金）までに連絡お願いします。また、会場にて参加
される方は、参加連絡時にその旨と、念のためZoom招待メール
の送付アドレスも記載お願いします。Zoomでの参加の方は、招
待メールを4日前には送らせていただきます。
担当責任者：日本赤十字社和歌山医療センター奥村寿崇

TEL：073-422-4171
E-mail：t.okumura@wakayama-med.jrc.or.jp

🎩未定
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学術部より

●第2回微生物班研修会（専門-20：210003231）
日時：2021年10月9日（土）15：00～17：00
開催方式：現地＆WEB開催
＊新型コロナ感染状況によりZoomのみで開催する場合あり

場所：公立那賀病院 北別館1階 講義室
会費：日臨技会員 無料 （非会員の方は参加できません）
内容：特別講演「臨床微生物検査に役立つ遺伝子検査の基礎知
識～Covid-19PCRを含めて～」

講師：大瀧 博文先生 （関西医療大学 臨床検査学科）
総合討論.「Covid-19に関するディスカッション～診療・検査・感
染制御～」
司会：口広 智一 （公立那賀病院 臨床検査科）
参加申込方法：現地参加、WEB参加に関わらず、事前申し込み制
とさせていただきます。
下記URLより申し込み下さい。（締切10月5日）

https://forms.gle/8nJ6mGRRmigcD76fA
また、今回Covid-19に関するディスカッションを予定しておりま
す。診療、検査、感染制御、他施設の運用など、なんでも聞いて
みたいことを募集します。参加申し込み時の専用フォームにて、
ご質問のご入力をお願い致します。
事前申し込みに方には、開催3日前くらいにZoomの視聴URLを送
らせていただきます。（視聴メールが届いた後、再度Zoomでの
ご登録が必要となります。）
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

事務局より

●新型コロナウイルス感染症のワクチン接種基礎研修（座学）
具体的な視聴方法は日臨技HP内
http://www.jamt.or.jp/studysession/lecture/
をご覧ください。
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新型コロナの感染拡大がとまりませんが、いかがお過ごしでしょうか？
さて、今回は大事なお知らせです。

宮島参議院議員は臨床検査技師の国会議員として日々奮闘されていますが、来年7月に任期満
了を迎えられます。そのため連盟は、宮島議員に次期参院選への出馬を強く要請してきました。
自民党は、来年夏の参院選の第一次公認候補者として、全国比例区に宮島議員を含む17名を発表
しました。これを受け宮島議員は「検査業界の代表として頑張る」と決意を表明されています。
検査技師の立場で発言できる国会議員をなくすわけにはいきません。連盟は、臨床検査の関連団
体にも広く支援をお願いし、最善を尽くして応援する覚悟です。みなさんに、この応援にぜひ加
わっていただきたいと思います。
新型コロナで、検査に対する理解や期待も高まっています。アフターコロナへの対策はこれか

らです。現場の声を国政に届け、政策に反映させていく活動には組織力が必要です。会員数が増
えることが大事です。連盟のホームページから加入手続きや会費の自動引き落としの手続きがで
きます。みなさんの加入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 03-3768-6722へ
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 をお願いします。

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

https://forms.gle/8nJ6mGRRmigcD76fA
http://www.jamt.or.jp/studysession/lecture/

