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学術部より

● 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 4年11月13日(日) 13:00〜17：00
場所：公立那賀病院 2階 病理検査室
参加費：500円
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。
＊顕微鏡の台数に限りがあるため先着順とさせて頂きます。
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11月9日（水）までに下記の連
絡先に連絡ください。開催数日前に集合時間などをご連絡します。
＊当日欠席される場合は下記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 病理検査室 紙谷知子
電話番号：0736-77-2019(内線1270）
E-mail：tomoko19331@gmail.com

● 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 4年11月20日(日) 13:00〜17：00
場所：公立那賀病院 2階 病理検査室
参加費：500円
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。
＊顕微鏡の台数に限りがあるため先着順とさせて頂きます。
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16日（水）までに下記の連
絡先に連絡ください。
開催数日前に集合時間などをご連絡します。
＊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。
連絡先：公立那賀病院 病理検査室 稲垣充也
電話番号：0736-77-2019(内線1270）
E-mail：minagaki@jtw.zaq.ne.jp

🎩 2022年11月12日（土）

10:00〜12:00
令和4年度第5回常務理事会

13:00〜15:00
令和4年度第6回理事会

〇和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院
〇大阪回生病院 睡眠医療センター
〇国保野上厚生総合病院

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/kyujinjyouho
u.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会

●2022年

11/13（日）
・第5回 和歌山県細胞検査士会主催細胞検
査士養成講座
13：00-17：00
会場：公立那賀病院 2階 病理検査室

11/20（日）
・第6回 和歌山県細胞検査士会主催細胞検
査士養成講座
13：00-17：00
会場：公立那賀病院 2階 病理検査室

12/11（日）
・和臨技災害フォーラム
13：00-
会場：フォルテワジマ

●2023年

2/26（日）
・第42回 和歌山県医学検査学会
テーマ「原点回帰」～新天地への再始動～
9：00-
会場：ホテル浦島

事務局より

●第42回和歌山県医学検査学会
テ ー マ ： 「原点回帰」〜新天地への再始動〜
日 時 ：令和5年2月26日（日） 9時00分（予定）
場 所 ：ホテル浦島

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2

会員の皆様におかれましては、益々ご清祥にてご活躍のこととお喜び申
し上げます。さて、第42回和歌山県医学検査学会を那智勝浦町の「ホテ
ル浦島」にて下記の要綱で行う事となりました。今学会のテーマを「原
点回帰」〜新天地への再始動〜と決めて、開催に向けて準備を進めてお
ります。つきましては、一般演題を募集いたしますので、会員の皆様に
は日頃の研究成果を多数発表して頂きますよう宜しくお願い申し上げま
す。多数の皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。

学会長 ：田原 靖子 (新宮市立医療センター)
実行委員長 ：亀井 聡 (くしもと町立病院)
学会事務局 ：葛原 和紀 (新宮市立医療センター)

TEL ： 0735-31-3333
E-mail： k-kazu1977@hotmail.co.jp

mailto:tomoko19331@gmail.com
mailto:minagaki@jtw.zaq.ne.jp
http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouhou.html
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●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。

●日臨技近畿支部研修会のご案内

令和4年度 日臨技近畿支部生物化学門研修会

【テーマ】ステップUP のためのスキルアップ研修会
【日時】令和4 年12 月10 日（土）9：00 〜 12：40
【開催方法】Web （奈臨技専用システムネクプロとZOOM 併用）
【定員】100 名
【受講料】会員1,000 円、非会員3,000 円
【参加申込方法】
日臨技事前参加申込みシステムをご利用ください
検索条件：主催日臨技支部
行事コード：220011309 近畿支部主催（現地開催）
行事名 ：近畿支部生物化学分析部門研修会
[事前受付期間]
2022/10/15 から11/25 まで
[受講料振込期間]
2022/11/26 から12/09 まで

研修会事務局
〒632-8552 奈良県天理市三島町200
公益財団法人天理よろづ相談所病院医学研究所 松村充子
Tel:0743(63)5611（内線8677） FAX：0743-63-1530
Email：mitsukoyokiyoki@gmail.com

令和4年度 日臨技近畿支部輸血検査部門研修会

【テーマ】「対応力のある輸血医療を目指して」
【日 時】令和4年12月11日（日）13：00〜16：25 
【場 所】ZOOMweb研修会 京都保健衛生専門学校視聴覚室（事務局）
【定 員】60名
【参加費】日臨技会員 1,000円 非会員 3,000円
【お申込み方法】受付期間：2022年10月15日〜11月15日

日本臨床検査技師会ホームページ内にある「会員専用ホームページ」より
「事前登録申請」にてお申込み下さい。登録完了のメールが送付されますが、
受講決定のメールではございません。

研修会事務局
〒600-8876 京都府京都市下京区南中野町8 
京都南病院 臨床検査科 日下部 昌平
Tel：075-312-7361（内線118）
Emai：ancer-sho@hotmail.co.jp 申込み専用：krg.yuketsu@gmail.com 
緊急連絡先： 090-8525-6643 

令和4年度 日臨技近畿支部臨床一般検査部門実技講習会

【テーマ】「一般検査に必要な鑑別の基礎を学ぶ」
【日時】令和4年12月18日（日）9：00〜16：00
【場所】京都保健衛生専門学校
京都府京都市上京区千本通竹屋町東入主税町910
【定員】72名初級、中級者対象
【受講料】会員5,000円非会員8,000円
【お申込み方法】
受付期間：2022年10月1日~10月20 日

日本臨床検査技師会ホームページ内にある「会員専用ページ」より「事前登
録申請」にてお申込みください。登録完了のメールが送付されますが、受講
決定のメールではございません。

研修会事務局
〒602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 
京都第二赤十字病院検査部藤内千歳
Tel：075-231-5171 FAX：075-212-9654 
Email：tounaic@kyoto2.jrc.or.jp 

http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouhou.html
http://www.jamt.or.jp/studysession/lecture/
mailto:mitsukoyokiyoki@gmail.com
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●日臨技近畿支部研修会のご案内

令和4年度 日臨技近畿支部病理細胞部門研修会

【テーマ】 「病理技術のアップデート」
【日 時】 2022年12月17日（土）13：00〜17：10
【会 場】 Web開催（オンライン開催）
【受講料】 1000円（振り込み手数料は受講者負担）
【対 象】 日臨技会員
【定 員】 200名
【事前申し込み期間】2022年10月1日（土）〜 10月31日（月）
【事前申し込み方法】日臨技HP・会員専用ページよりお申し込みください。
※受講料の振り込みは、2022年11月30日（水）までにお願いします。振り込
み確認をもって参加登録完了となりますのでご注意ください。

研修会事務局
日本赤十字社和歌山医療センター 奥村寿崇
TEL：0734-22-4171(内線1611）FAX：0734-26-1168
email：okumura.t2301@gmail.com

令和4年度 日臨技近畿支部血液部門研修会

【テーマ】「血液疾患の類似形態・類縁疾患と放射線画像の
基礎について学ぼう」

【日時】令和５年1月15日（日）9：00〜16：00
【場所】WEB開催（Zoomウェビナー使用予定）
【定員】400名
【受講料】日臨技会員1,000円日臨技非会員3,000円

【お申込み方法】(WEB 申込のみ) 受付期間：2022 年11 月1 日〜11 月25日
日本臨床検査技師会ホームページ内にある「会員専用ページ」よりお申込み
ください。

研修会事務局
福井大学医学部附属病院検査部山野智子
電話：0776-61-8810（直通）E-mail：tyama@u-fukui.ac.jp
〒910-1193福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

●「日臨技共済制度」感染症罹患共済金制度の補償項目の
変更について

「日臨技共済制度」の感染症罹患共済金制度において、新型コロナウイルス
の流行の結果、従来であれば入院が必要な状態であっても、自宅療養・宿泊
療養となるケースが多発したため、共済制度規定細則を整備し、令和４年６
月より自宅待機も共済金の支給対象に盛り込みました。
詳細については日臨技ホームぺージをご確認下さい。

https://www.jamt.or.jp/pickup/pickup18/pickup_018_14.html
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