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🎩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

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回総合管理班研修会（220004244） 基礎-20
日時 ： 令和4年6月9日 18:00～19:00
場所 ： Web研修会
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 ：「臨床検査室の品質保証を考える」

Ⅰ．臨床検査室の「精度保証」の動向
Ⅱ．求められる要求事項
Ⅲ．精度管理と是正処置
Ⅳ．品質保証と人材育成

講師 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 クリ
ニカルラボラトリー事業本部 ビトロス推進部 ラボQMSコンサルタ
ントマネジャー 清 康一 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。
※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。
*******************************
あなたは第一回総合管理班研修会に招待されました。
開催時刻：2022年6月9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/tZIpd-
GgqT0oHNyk5blIVYpOdEATM0T6iBw
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。
担当責任者：関根 敏勝（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：2408）

● 第1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4年6月19日(日) 13:00～17：00
場所 ：公立那賀病院（Zoomを使用したハイブリッド開催）

2階 病理検査室
鏡検実習 2階 病理検査室

（新型コロナウイルス感染状況によりZoom開催のみの場合あり）
参加費：500円
内容 ：婦人科領域・泌尿器領域
講師：公立那賀病院 紙谷 知子 技師

紀南病院 笠松 功 技師
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：公立那賀病院 紙谷 知子

紀南病院 笠松 功
準備などが必要なため参加される方は6月13日（月）までに下記の連
絡先に連絡ください。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公立那賀病院 紙谷まで連絡お願いします。
＊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：公立那賀病院病理検査室 紙谷 知子
電話番号：0736-77-2019(内線1270)
E-mail：tomoko19331@gmail.com

●2022年
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

6/25（土）26（日）
・令和4年度 日臨技近畿支部 微生物検査
研修会

会場：奈良県立医科大学 基礎医学棟 4階
微生物実習室 他

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

http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouhou.html
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpd-GgqT0oHNyk5blIVYpOdEATM0T6iBw
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●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。

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

令和4年度和臨技定時総会に係る総会議案書及び議決権行使書を5月
25日に各会員ご施設もしくはご自宅へ発送致しました。
内容をご確認の上、議決権行使の手続きをお願いします。
尚、第2号議案 令和3年度収支決算書/監査報告については
和臨技HP http://www.waringi.jp.org/ 中段 更新履歴2022年5月
25日の掲載資料をご確認下さい。
議決権については、「書面」および「総会会場」での行使が可能で

すが、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。

議決権行使書は令和4年6月8日（水曜日）事務局必着で投函して下
さい。ご協力を宜しくお願い申し上げます。

●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！
【日時】令和4年6月26日（日）8:30～17:30
【会場】和歌山県立医科大学薬学部 伏虎キャンパス北棟3F中講義室
【参加申込締め切り】令和4年6月16日（木）

●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。

事務局より

●令和4年度 日臨技近畿支部 微生物検査研修会開催案内

主 催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
実務担当技師会：一般社団法人 奈良県臨床検査技師会
実習共催：奈良県立医科大学附属病院 感染症センター・微生物感染
症学
【テーマ】臨床微生物検査を実習および講義で基礎から学ぶ!
【日 時】令和4年6月25日（土）、26日（日）
【場 所】奈良県立医科大学 基礎医学棟 4階 微生物実習室 他
【定 員】現地参加：24名（臨床検査技師12名，医師、その他12名）

Web参加：70名（臨床検査技師35名，医師、その他35名）
【受講料】現地参加 日臨技会員15,000円、非会員20,000円

Web参加 日臨技会員5,000円、非会員8,000円
（参加費にはテキスト代が含まれます）

【申込み方法】
日臨技会員の方
1.現地参加をご希望の方

日臨技会員の方は下記のGoogleフォームにて受付いたします。下
記のURLまたはQRコードより申し込みフォームにお入りいただき、
必要事項を入力してお申し込み下さい。下記URLから入れなかった
場合は、URLをコピーして貼り付けてみて下さい。
(5月9日よりWEB申し込みの受付予定です。)
https://forms.gle/EwrqzcHL5WubmBdQ6

2. WEB参加をご希望の方
日臨技会員の方は、日臨技HPにログインしてお申し込みしてくだ

さい。
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今日は、残念なお知らせです。

次の参議院選挙に宮島喜文議員は出馬を辞退しました。5/1付のMJJで知った方もあったかと思いま
す。5/14の施設責任者会議で報告させてもらいました。
6年前、12万票を獲得して宮島議員が誕生しました。当時、参議院議長伊達先生から臨床検査業界の

国会議員は複数いるべきと説得され、伊達先生の力添えと衛生検査所協会の全面協力があって当選で
きました。技師会だけの力では考えられなかったことです。
実は国会議員には70歳定年制があるそうです。宮島議員は70歳。臨床検査業界の代表者としてはか

わる人がいない存在であることから、自民党から公認を得て出馬の準備を始めていましたが、自民党
は若い議員を応援するため、宮島議員への後援はできないことがわかりました。そうなると日臨技独
自の力でしっかり票を集めなければなりません。当選ラインは18万票とも。このまま出馬するのか？
を決める必要がありました。宮島議員と連盟と日臨技の役員で協議した結果、当選は難しく断念せざ
るをえないという結論に至りました。急遽Zoomで、連盟や日臨技理事、技師会会長に説明された後、
自民党内の手続きに入りました。
宮島議員に断念させざるをえなかったのは、ひとえに連盟の力不足で残念でなりません。
ご存知のように、全国的に連盟の会員数は増えていず資金もありません。日臨技と連盟が宮島議員

を支えてきたとはいえません。私達は、この6年間で業界の国会議員が存在することの重要性を知りま
した。この小さな団体が議員を出すのは相当な団結力が必要です。3年先か6年先に再び議員が出せる
ような連盟になるには、どういう活動が必要でしょう。今後の大きな課題です。連盟への結集をお願
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

6月1日和臨技HPに「令和4年度（第35回）和歌山県臨床検査技師会 臨床検査精度管理
調査のご案内」をアップロード予定としております。ご一読の上ご参加くださいますよ
うお願い致します。

また、本年度和臨技サーベイは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。

参加登録方法は和臨技HPに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。

本年度の申込開始は７月１日を予定しております。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


