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学術部より

●令和3年度第2回生理検査班研修会（専門-20 : 210013108）
日時： 2021年11月6日(土) 13 : 00～ 15 : 30
場所： ZOOMを用いたWEB開催
参加費：和臨技・日臨技会員無料（非会員の方は参加できません）
内容：「超音波検査士 認定試験 基礎対策」
講師：高野 慎太 先生（富士フイルムヘルスケア株式会社 超音
波診断事業部 製品開発本部 プローブ設計部 マイクロＦＥグ
ループ）
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
今回の研修会は事前に練習問題の配布を行います。研修会では練習
問題の解説を行います。
参加申込方法：事前申し込み制とさせていただきます。
参加ご希望の方は下記の連絡先にご連絡ください。メールに【日臨
技会員番号】【氏名】【所属施設名】を記載の上、ご連絡ください。
一つのアカウントを用いて複数名のご参加をされる場合は、全員分
の【日臨技会員番号】【氏名】を併せてご連絡ください。
ご連絡頂いた方には後日、練習問題とZOOMの招待メールを連絡さ
せて頂きます。不明点等ございましたら下記までご連絡くださいま
すようお願い致します。
連絡先：松下 裕 yumatsu2@wakayama-med.ac.jp

●令和3年度第2回血液検査班研修会（専門-20：210013377）
日時：2021/11/12（金） 18：00～19：00
場所：ZOOMを用いたWEB開催
参加費：日臨技会員 無料（非会員の方は参加できません）
内容：「初心者のための血液像」
講師：箕浦直人技師（和歌山県立医科大学附属病院中央検査部）
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/tZ0sc-mpqj4rGdXd9GvLRWgJ-
TnzcF2L2-dA
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回輸血検査班研修会（専門-20：210013423）
日時 ： 2021年11月18日(木) 18:00～19:00
場所 ： ZOOMを用いたWEB開催
参加費：日臨技会員無料
内容 ：「不規則抗体 手技上で陥りやすいポイント」
講師 ：八木良仁先生（株式会社イムコアテクニカルサポート）
以下のURLより事前参加登録を行ってください。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcuqtqTwpGdajeqHsSmE5
IWoaDEd1tG-S
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、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と氏名を下記連絡先ま
でご連絡ください。
※ZOOMを用いたWebセミナーとなります。聴講端末は参加者各位
でご準備ください。
※通信安定のため、当日は映像・音声共OFFで聴講してください。
※講演の録画ならびに撮影はご控え願います。
不明な点がございましたら下記までご連絡ください。
連絡先 ：公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院輸血部
電話番号 ： 073-447-2300(2374)
担当責任者：冨坂 竜矢
メール ： tomisaka@wakayama-med.ac.jp

🎩未定

〇平成記念会 平成記念病院
〇医療法人 整形外科 北裏病院
〇南和広域医療企業団

南奈良総合医療センター

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

●2021年
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

10/21（木）
・第1回 輸血検査班研修会

11/6（土）
・第2回 生理検査班研修会

11/6（土）
・第5回 和歌山県細胞検査士会主催

細胞検査士養成講座

11/12（金）
・第2回 血液検査班研修会

11/18（木）
・第2回 輸血検査班研修会

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）

11/27（土）
・第6回 和歌山県細胞検査士会主催

細胞検査士養成講座

●2022年
2/27（日）
・第41回和歌山県医学検査学会
会場：橋本市産業文化会館「アゼレア」

大ホール
（ハイブリッド開催予定）

mailto:yumatsu2@wakayama-med.ac.jp
mailto:yumatsu2@wakayama-med.ac.jp
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sc-mpqj4rGdXd9GvLRWgJ-TnzcF2L2-dA
mailto:kasumi@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcuqtqTwpGdajeqHsSmE5IWoaDEd1tG-S
mailto:tomisaka@wakayama-med.ac.jp
http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouhou.html


和歌山県臨床検査技師会 wakayama Association of Medical Technologists
2021年11月

行事予定表

発行所 （一社）和歌山県臨床検査技師会 http//www.waringi.jp.org（HP) 編集責任者 久保 光史 waringi@saiseikai-wakayama.jp

🎩未定

学術部より

〇平成記念会 平成記念病院
〇医療法人 整形外科 北裏病院
〇南和広域医療企業団

南奈良総合医療センター

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5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11月6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 2階
病理検査室
参加費：無料
内容 ：細胞検査士2次試験対策 PartⅠ
講師 ：和歌山県立医科大学附属病院 木下 勇一 技師

和歌山労災病院 田中 真理 技師
2次試験を受験される方はぜひ参加してください。また、2次試験を
受けられない方も参加可能です。但し、参加人数が多数の場合は2
次試験受験者を優先させていただきます。御理解頂けますようお願
い申し上げます。
責任者：和歌山県立医科大学附属病院 木下 勇一 技師

和歌山労災病院 田中 真理 技師
準備などが必要なため参加される方は10月29日（金）までに下記の
連絡先に連絡ください。
現在、感染拡大防止の観点より県外からの来院が施設基準上制限さ
れております。御理解頂けますようお願い申し上げます。
＊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。
連絡先：和歌山労災病院 田中真理

TEL：０７３－４５１－３１８１ 内線２２６０
E-mail：maring@r.sannet.ne.jp

●第6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11月27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 2階

病理検査室
参加費：無料
内容 ：細胞検査士2次試験対策 PartⅡ
講師 ：公立那賀病院 稲垣 充也 技師

日本赤十字社和歌山医療センター 真谷 亜衣子 技師
2次試験を受験される方はぜひ参加してください。また、2次試験を
受けられない方も参加可能です。但し、参加人数が多数の場合は2
次試験受験者を優先させていただきます。御理解頂けますようお願
い申し上げます。
責任者：公立那賀病院 稲垣 充也 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11月19日（金）までに下記の
連絡先に連絡ください。
現在、感染拡大防止の観点より県外からの来院が施設基準上制限さ
れております。御理解頂けますようお願い申し上げます。
＊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。
連絡先：公立那賀病院 稲垣充也
E-mail：minagaki@jtw.zaq.ne.jp

●2021年
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

10/21（木）
・第1回 輸血検査班研修会

11/6（土）
・第2回 生理検査班研修会

11/6（土）
・第5回 和歌山県細胞検査士会主催

細胞検査士養成講座

11/12（金）
・第2回 血液検査班研修会

11/18（木）
・第2回 輸血検査班研修会

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）

11/27（土）
・第6回 和歌山県細胞検査士会主催

細胞検査士養成講座

●2022年
2/27（日）
・第41回和歌山県医学検査学会
会場：橋本市産業文化会館「アゼレア」

大ホール
（ハイブリッド開催予定）

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。
●タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会の
ご案内
講習会の申し込み、詳細については日臨技HP内
http://www.jamt.or.jp/task-shifting/
をご覧ください。

http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouhou.html
mailto:maring@r.sannet.ne.jp
http://www.jamt.or.jp/studysession/lecture/
http://www.jamt.or.jp/task-shifting/
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令和3年度（第34回）和歌山県臨床検査技師会 臨床検査精度管理調査に多数のご参加を
頂きありがとうございます。
本年度は46施設よりご参加頂き、集計および解析を現在実施しております。

つきましては、測定結果で外れ値を示した施設もしくは担当者が必要と判断した施設に
ついて、「精度管理調査願い」を発行致しますので必要事項記入の上、提出して下さい。

〇精度管理調査願い発行について
☑ 発行日：R3.11.1（月）
☑ 発行方法：E-mail
JAMTQCシステムへ参加登録の際にご入力いただきましたE-mailアドレスへ、中尾から
メール送信させて頂きます。メールボックスのご確認をよろしくお願い致します。
☑ 回収方法：E-mail
添付調査表の必要事項を記入の上、中尾へご返信ください
☑ 回収期限：R3.11.11（木）
〆切厳守にてご提出をお願い致します

ご協力のほど宜しくお願い致します。

ひだか病院 臨床検査科 中尾光孝

Tel: 0738-22-1111 / Mail: akira_jazz_81@yahoo.co.jp

日本臨床検査技師連盟からお知らせ

コロナの感染者が減少し規制緩和されると、いよいよ行動再開の明るい気持ちに
なります。さまざまな研修のWeb開催も定着してきました。その便利さから参加者
も増えているようです。今までできなかったこともできる様になる世の中です。
今年も残すところ2ヶ月余りとなりました。コロナ禍で連盟を紹介する場がなかっ

たです。連盟の加入の案内は、3月頃に技師長さんか連絡責任者さん宛に発送しまし
た。まだ加入されていない方は今年のうちにお願いします。来年度からの口座振替
の手続きも今のうちにお済ませください。加入は自由で個人的で自主的です。加入
数は連盟の活動の財政を支え、臨床検査の職能団体としての組織力を示します。組
織力は検査技師の職域拡大と地位向上のために国会でがんばる宮島喜文議員を支え
ます。でも加入数が伸びるどころか減少しています。加入を促す前にまずは連盟を
知ってもらうことが必要ですね。この活動に協力していただける方を募っています。
連絡をください。

1口3000円から何口でも。技師でなくても、知人、親戚の応援加入もできます。
声かけあって加入をお願いします。今後とも、連盟をあなたの一生涯の友として、
よろしくお願いします。加入手続きは連盟のホームページから。
口座振替もご検討ください。

＜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

精度管理委員会より


