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学術部より

〇平成記念会 平成記念病院
〇大阪回生病院 睡眠医療センター
〇一般社団法人和歌山市医師会成人病センター

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1回生物化学分析班研修会（220001971） 専門-20
日時 ： 2022年5月12日 18:00～20:00
場所 ： web(Zoomによる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 ：【臨床化学の精度管理って何をすればいいの？】
講演1「精度管理の基礎」
瀧澤真次 先生(株式会社シノテスト 品質管理部)

講演2「施設内での精度管理実施状況について」
①小笠原 志郎 技師(公立那賀病院臨床検査科)
②亀井 聡 技師(くしもと町立病院 臨床検査部)
③堀井 結女 技師(和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部)
④河西 輝英 技師(日本赤十字社和歌山医療センター 検査部)
⑤前原 純 技師(橋本市民病院 臨床検査科)

各施設での精度管理実施状況をご講演いただき、講演後に質疑応答
(ディスカッション)の時間を設けています。

担当責任者：平康 雄大(和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部)
電話番号 ： 073-447-2300(内線：2383)
Mail：hryskzhr@wakayama-med.ac.jp
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。
※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。
*******************************
このミーティングに事前登録する：
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-
muqjooGNSH9EiZJZOJQCHYYS9Y817T
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。
*******************************
本研修会は令和3年度和臨技精度管理事業の
フォローアップセミナーとして開催します。
日常の臨床化学分野における精度管理について疑問点がある方は、
是非ともご参加ください。

● 第1回輸血検査班研修会（220002264）専門-20
日時 ： 2022年5月19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（非会員の方は参加できません）
内容 ：「令和3年度輸血検査班和臨技サーベイの振り返り」
講師 ：川野友彰先生（日本赤十字社和歌山医療センター）
以下のURLより事前参加登録を行ってください。
※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、音声共にOFFで聴講してください。
※講演の録画ならびに撮影はお控え願います。
**********************************************
こんにちは。
あなたは第1回輸血検査班研修会に招待されました。
開催時刻：2022年5月19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/tZYlfuCrrD8pHN0DZrQps1J4yy-
xUPaKMlpK
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。
**********************************************
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

●2022年
5/14（土）
・和臨技オリエンテーション（Web開催）
13：00-15：00

・施設責任者会議（Web開催）
15：30-17：30

5/21（土）5/22（日）
・第71回日本医学検査学会in大阪
会場：ATCホール

ハイアットリージェンシー大阪

事前参加登録期限：４月８日（金）

6/11（土）
・令和4年度和臨技定時総会
15：00-16：00
会場：和歌山市商工会議所 特別会議室

6/26（日）
・タスク・シフト/シェア厚生労働省指定講
習会

会場：和歌山県立医科大学薬学部 北館2階
講義室

🎩

2022年6月11日（土）
会場：和歌山市商工会議所

特別会議室

10:00～12:00
令和4年度第2回常務理事会

13:00～15:00
令和4年度第2回理事会

http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouhou.html
mailto:hryskzhr@wakayama-med.ac.jp
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-muqjooGNSH9EiZJZOJQCHYYS9Y817T
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlfuCrrD8pHN0DZrQps1J4yy-xUPaKMlpK
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事務局より

●令和4年度和臨技オリエンテーションのご案内
日 時 ：令和4年5月14日（土） 13：00～15：00
開催形式：ZoomによるWeb形式
対象： 施設新規採用者の方

転勤などによる転入者の方
施設内異動の方
和臨技会員並びに未加入会員すべて

申込方法：事前申込となります、下記URLよりお申込み下さい。
https://forms.gle/PhpzzQB151dzKnTy5
開催3日前を目途にZoomの視聴URLをメールにて送らせていただきま
す。
申込締切日：令和4年5月9日（月）

●令和4年度施設責任者会議のご案内
日 時 ：令和4年5月14日（土） 15：30～17：30
開催形式：ZoomによるWeb形式
対象： 技師長・検査室責任者など（代理出席可）

申込方法：事前申込となります、下記URLよりお申込み下さい。
https://forms.gle/LZDFNRgFxGBSFUw88
開催3日前を目途にZoomの視聴URLをメールにて送らせていただきま
す。
申込締切日：令和4年5月9日（月）

●令和4年度定時総会開催告知
定款第14条の規定により、令和4年度一般社団法人和歌山県臨床検

査技師会定時総会を下記のとおり開催します。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できる限り「書面」

での議決権行使にご協力お願いします。
当日総会に出席を予定される方は、事前に事務局にご連絡ください。

※総会議案書と議決権行使書は後日配布いたします。

日時 ：令和4年6月11日（土） 15：00～16：00（予定）
場所 ：和歌山市商工会議所 特別会議室

●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

和臨技主催のタスク・シフト/シェア厚生労働省指定講習会の開催が
決定いたしました！
開催日：令和4年6月26日（日）
会場：和歌山県立医科大学薬学部 北館2階講義室
申込手続き等詳細については改めてご案内いたします。

●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。

〇平成記念会 平成記念病院
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和歌山県医学検査学会での宮島議員のメッセージを、DVDにして施設と個人会員に配布
しました。お手元に届いていますか？15分間です。興味なくてもぜひ見て下さい。お願い
します。また、お手元にない方は、連絡いただければ届けます。
連盟は、臨床検査技師の要望が国の政策として反映できるように、政治的な活動を行う

団体として日臨技が設立した組織です。6年前、念願の宮島喜文参議院議員を誕生させる
ことができました。その後の臨床検査技師を取り巻く変化はご存知の通りです。声を国政
に届けられる議員がいることは職業を守る大きな力になります。様々な医療職種の連盟が
法改正など目指して活動しています。
その中にあって、技師連盟の会員は昨年2200人余り、和歌山で60人に留まり、一向に会

員数を増やすことができないでいます。組織のまとまりも資金面でも、これでは自分達の
代表議員を応援できていません。宮島議員に続く議員を国会に送り出す力をつけるにはど
うしたらいいのでしょう？今の連盟では力不足です。若い方の声と力に未来を託して、
もっと強くなりたいです。あなたの加入を待っています。力をください。

加入手続きは連盟のホームページから。来年からの口座振替の手続きも簡単です。
まずは、今年の加入 会費の払込みをお願いします。

＜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 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

本年度、和臨技サーベイは前年同様日臨技精度管理システム(JAMTQCシステム)
を使用します。
日臨技サーベイに参加経験のあるご施設は、日臨技より発行済の施設番号および
パスワードをご使用いただき、エントリー可能です。
経験のないご施設におかれましては、まず日臨技の施設番号およびパスワードを
ご取得いただく必要がございますので、予めご準備頂けますようお願い致します。

申込開始は７月上旬を予定しておりますが、先んじて和臨技HPに参加登録方法
をアップロードさせて頂いておりますので、ご一読ください。
http://www.waringi.jp.org/seidokanri/2022seidokanri/2022seidokannrisannka
moushikomihouhou.pdf

正式な申込開始日等は決定次第改めてご連絡させて頂きますので、よろしくお願
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


