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📖 1/12(土)
・第4回微生物班研修会
・第5回生物化学分析班研修会

✍ 1/20(日)
・ボランティア活動ができる技師の
育成講習会

📖 1/26(土)
・第3回生理検査班研修会
・第4回和臨技病理細胞研究班研修会
・第1回輸血班研修会

📖 2/2(土)
・第2回輸血班研修会

📖✍ 2/17(土)
・第39回和歌山県医学検査学会
学会関連行事

📖✍ 2/18(日)
・第39回和歌山県医学検査学会

🎩第6回和臨技理事会
日 時：平成31年1月19日（土）

15：00～17：00（予定）
場 所：済生会和歌山病院

7階 会議室

●第4回微生物班研修会（180028953） 専門-20
日時 ：平成31年1月12日（土） 14：30～17：00
場所 ：和歌山ビッグ愛 4階 大会議室
会費 ：会員（日臨技・和臨技） 500円 非会員 1000円
講演1. 「意義ある「検査報告」を考える

～若手技師がICT・ASTの一員になるために～」
講師 寺嶋 優 技師 (国保日高総合病院 臨床検査科）
司会 上岡 奈未 技師 （LSIメディエンス 橋本市民病院）

講演2.「“正しい”薬剤感受性試験の実施方法～コモンからレア菌まで～」
講師 口広 智一 技師 （公立那賀病院 臨床検査科）
司会 中松 純一 技師 （済生会和歌山病院 臨床検査科）

講演3.「抗菌薬の基礎と抗菌薬の選択について
～抗菌化学療法認定薬剤師の立場から～」

講師 木村 真 先生 （済生会和歌山病院 薬剤部 薬剤科長）
司会 口広 智一 技師（公立那賀病院 臨床検査科）

責任者 ：口広 智一 (公立那賀病院 臨床検査科 TEL：0736-77-2019)

●第5回生物化学分析班研修会 ウイルス性肝疾患をテージ別に
考えてみよう (180032565) 専門-30
【ねらい】肝疾患は何かしらのイベントが起こり急性期症状を呈し、肝線維化な
どの症状が進み慢性期へ移行する。今回は肝炎ウイルスにより、急性肝炎から慢
性肝炎へ。また肝細胞癌へと移行したというモデルケースを設定し、それぞれの
ステージでの検査データの見方を考えてみたい。
日時 ： 平成31年1月12日（土） 14：00～17：00
場所 ： 国保日高総合病院 3階講堂
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技） 500円 非会員1000円
講演1. ウイルス性肝炎急性期においてみるべきデータは？(遺伝子検査も含めて)

真崎夕美子 先生（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）
講演2. 慢性期においてみるべきデータは？

森木博徳 先生（シスメックス株式会社）
講演3. エコー技師が見ているポイント

峪奈央 技師（国保日高総合病院 臨床検査科）
責任者 ： 中尾 光孝（国保日高総合病院臨床検査科 TEL:0738-22-1111）

●第3回 生理検査班研修会 （180029853) 専門-20
日時 ：平成31年 1月 26日（土） 14：00～16：00
場所 ：和歌山県立医科大学附属病院 3階 中央検査部 控室
参加費 ：会員（和臨技・日臨技） 500円 非会員 1000円
「若葉マークの腹部エコー～プローブ走査から～」

講師 木下 博之 技師 （紀南病院 中央臨床検査部）
責任書 ： 松下 裕
（和歌山県立医科大学附属病院中央検査部 TEL:073-447-2300 内線番号 2408）

●第4回 和臨技病理・細胞研究班研修会（180031564）基礎-20
日時 ： 平成31年1月26日（土） 14：00～17：30
場所 ： 日本赤十字社和歌山医療センター 1階101会議室
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技） 500円 非会員 1,000円
募集人員 ： 40名 事前予約なし
講演1「認定病理検査技師制度について」

鍵弥 朋子 先生 （関西医療大学）
講演2「和臨技精度管理報告 特殊染色について」

阪田 幸範 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
講演3「病理検査の精度管理」

稲垣 充也 技師 （公立那賀病院）
講演4「がんゲノム医療における病理検体の取り扱い」

真谷 亜衣子 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
講演5「ISO15189認定取得の意義と効果～医療安全対策を中心に～」

塚本 龍子 技師 （神戸大学医学部附属病院）
※研修会終了後懇親会も予定しています。
参加される方は1月11日（金）までに下記の連絡先まで連絡下さい。
責任者：奥村 寿崇
（日赤和歌山医療センター TEL:073-422-4171 Email：wrc-pc@kankyo.ne.jp)

●第1回 輸血班研修会（180032903） 専門-20
日時 ： 平成31年1月26日(土) 14:00～16:00
場所 ： 新橘ビル8階 A会議室
参加費： 会員（和臨技・日臨技）500円 非会員1000円
内容 ： 基礎から学べる不規則抗体検査と同定検査

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学術部
責任者：中島志保 (和歌山県立医科大学附属病院輸血部 TEL:073-447-2300 (2372)
※症例があります。事前に資料がほしい方はn-shiho@wakayama-med.ac.jpに連絡く
ださい。

●第2回 輸血班研修会（180032914） 専門-20
日時 ： 平成31年2月2日(土) 14:30～16:30
場所 ： 新橘ビル8階 A会議室
参加費： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容 ： 直接クームス陽性時の対応
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学術部
責任者：中島志保 (和歌山県立医科大学附属病院輸血部 TEL:073-447-2300 (2372)

学術部より

〇恵友会 恵友病院
〇国保日高総合病院
〇社会福祉法人博寿会 山本病院
〇社会福祉法人恩賜財団

済生会有田病院

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/kyuujinnjyouhou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会
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tel:073-447-2300
tel:073-422-4171
mailto:wrc-pc@kankyo.ne.jp
tel:073-447-2300
tel:073-447-2300
http://www.waringi.jp.org/kyuujinnjyouhou.html


和歌山県臨床検査技師会 wakayama Association of Medical Technologists

2019年1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 神藤 洋次 waringij@wakayama-med.ac.jp

●ボランティア活動ができる技師の育成講習会
〜あなたにもできるDVT（下肢深部静脈血栓症）検診活動〜
日時 ：平成31年1月20日（日）13:00~17:30（受付開始12時30分～）
場所 ：済生会和歌山病院７階 多目的ホール
内容 ：下肢静脈エコースクリーニング検査(簡易タイプの装置にて実技)

D-ダイマー検査（POCT機器を用いた実技）
弾性ストッキング取り扱い（はき方、はかせ方）

定員 ：30名 ※未経験者の方も大歓迎
申込み方法：「ボランティア活動ができる技師の育成講習会申込書」を和臨技
ホームページよりダウンロードの上、必要事項を記載しメールにて申込み下さい。
参加費 ：無料
この講習会は事前登録が必要です。事前登録されていない方は参加できません。
申込先・連絡先：藤谷泰明（日本赤十字社和歌山医療センター検査部）

℡：073-422-4171（内線1642）E-mail：e_fujiyasu@kankyo.ne.jp

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の開催及び受講について（重要）

臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴い、平成27年4月1日から、臨床検査技
師の業務範囲に一定の検体採取が追加されました。さらに臨床検査技師等に関する
法律施行規則の一部も改正され、生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査が追加され
ました。これらの業務範囲の拡大に伴い、平成27年4月1日時点での臨床検査技師免
許取得者には「厚生労働大臣が指定する研修」を受講することが義務付けられます。
すでに日臨技ホームページにて本講習会受講の受付が始まっております。
詳しくは日臨技ホームページhttp://www.jamt.or.jp/training/ をご覧ください。
講習会を受講しなければ検体採取の実施はできません。まだ受講していない
方は必ず受講してください。

事務局より
SCHEDULE

📖 1/12(土)
・第4回微生物班研修会
・第5回生物化学分析班研修会

✍ 1/20(日)
・ボランティア活動ができる技師の
育成講習会

📖 1/26(土)
・第3回生理検査班研修会
・第4回和臨技病理細胞研究班研修会
・第1回輸血班研修会

📖 2/2(土)
・第2回輸血班研修会

📖✍ 2/17(土)
・第39回和歌山県医学検査学会
学会関連行事

📖✍ 2/18(日)
・第39回和歌山県医学検査学会

臨床検査技師連盟より

平素より、技師連盟の活動にご協力いただきありがとうございます。平成30年度、
和歌山県は144人162口あり、技師会会員比率にして最も高い加入率でした。加入手続
きに関しては施設でまとめていただいているところも多く、ご協力に感謝します。
活動が活発になるにつれ活動費も必要になり、平成31年1月から年会費が3000円に

なりました。引き続き加入をお願いします。連盟ホームページで日臨技会費との自動
引き落としの手続きもできます。
来たる７月の参議院選挙に、日本衛生検査所協会理事の小川眞史氏が自民党から比

例代表に公認され、出馬されます。日本臨床検査技師連盟は、宮島喜文参議院議員に
次ぐ議員を輩出すべく全面的に支援していきます。応援をよろしくお願いします。
＜郵便振替での連盟費払込＞
1口3,000円 何口でも可。 グループでの払い込みもできます。
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（あれば）
問い合わせ先：日技連和歌山県支部 恵友病院 脇村 小津江

tel:073-483-1033      kensa@keiyukai.com

●第39回和歌山県医学検査学会
専門-20（180031575）基礎-20（180031586）
開催日：平成31年2月17日（日）9:30〜16:30
場 所：和歌山県JAビル ２階 和ホール
参加費：1,000円（会員） 6,000円（非会員）
受 付：9：00開始

意見交換会
日 時：平成31年2月16日（土）18:30～20:30（受付18:00より）
場 所：ホテルグランヴィア和歌山
会 費：7,000円（事前申込）

学会事務局
和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部 森井眞治

073-447-2300（代表） E-mail：morii@wakayama-med.ac.jp

第39回 和歌山県医学検査学会より

●学会関連行事
日 時：平成31年2月16日（土）
場 所：和歌山県JAビル 2階和ホールAB
参加費：無料
スケジュール
11:30~13:30 常務理事会（11階）
13:30~13:45 伝達講習会

「平成30年度院内感染対策講習会」報告
13:45~15:45 平成30年度和歌山県臨床検査技師会

臨床検査精度管理調査合同報告会
16:00~17:30 日臨技精度管理結果サポート事業
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