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✍ 6/8(土)
・令和元年度定時総会
・令和元年度定時総会における
教育講演会

📖 6/15(土)
・第2回血液班研修会
・第1回総合管理班研修会
・第3回和歌山県細胞検査士会主催
細胞検査士スキルアップ（養成）講座

📖 6/29(土)
・第22回学術部一泊合同研修会
・第2回微生物班研修会

🎩第2回和臨技理事会
日 時：令和元年6月8日（土）

12：30～14：30
場 所：済生会和歌山病院

7階 多目的ホール

●第2回 血液研修会（190001876）専門-20
日時 ： 令和元年6月15日（土） 14：00～16：30
場所 ： 和歌山県立医科大学附属病院 東棟3F 地域医療支援センター
参加費： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容
司会 ： 水谷 陽介 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
1. 先駆的臨床検査技術研修会 骨髄検査研修会
（日臨技骨髄像研修会2017）伝達講習2 

講師 ： 根井 智佐代 技師 （和歌山ろうさい病院）
2.白血病の遺伝子異常とシグナル伝達系（仮）

講師 ： 蒸野 寿紀 先生 （和歌山県立医科大学 血液内科）
連絡先 ： 紀南病院 中央臨床検査部 TEL：0739-22-5000
担当責任者 ： 小山 明日美

●第１回 総合管理部門勉強会（190001696）基礎- 20
日時 ： 令和元年6月15日（土） 14：00～16：00
場所 ： 和歌山県立医科大学附属病院 技師控室
参加費： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容
１）「精度管理を勉強しよう！」

講師 ： 大石千早 技師（和歌山県立医科大学附属病院）
２）「生理機能検査における精度管理」

講師 ： 関根敏勝 技師（和歌山県立医科大学附属）
３）「検査結果の品質保証」

講師 ： 中嶋豊勝 先生（シスメックス株式会社 学術サポート課）
連絡先 ： 有田市立病院 検査室
担当責任者 ： 大西 まゆみ

●第3回和歌山県細胞検査士会主催細胞検査士スキルアップ（養成）講座
（和歌山県臨床検査技師会 後援）

日時 ： 令和元年6月15日(土) 13:00～
場所 ： 日本赤十字社和歌山医療センター6Ｆ 病理検査室（細胞診鏡検室）
参加費： 無料
内容
呼吸器・消化器について
講師 ： 溝畑知穂技師（日本赤十字社和歌山医療センター 病理診断科部）
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。
責任者： 真谷亜衣子技師（日本赤十字社和歌山医療センター 病理診断科部）
また、準備などが必要なため参加される方は６月12日（水）までに下記の連絡先
に連絡ください。
連絡先： 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 / toshi19862301@gmail.com

●第22回学術部一泊合同研修会
日時 ：令和元年6月29日(土) 14：00 ～ 30日(日) 12：00
場所 ：かんぽの宿紀伊田辺
参加費：会員(和臨技・日臨技) 10,000 円非会員15,000 円
内容
✅症例検討2題…血液検査・病理細胞検査
✅教育講演

「臨床検査と病院経営～事務長になって見えてきたもの～」
✅特別講演

「がんゲノム医療の現状と未来」
※詳細は、別紙案内・技師会ホームページ・メーリングリストをご覧下さい。
※申込みは、5 月31 日までです。
※申込みを忘れた方は下記までご連絡ください。
連絡先：〒640-8558 和歌山市小松原通り4-20

日本赤十字社和歌山医療センター 栗林伴有
電話 ： 073-422-4171（内線1438）
Ｅメール kuribayashi.1@jcom.zaq.ne.jp
担当責任者：栗林 伴有

●第2回微生物班研修会（190006679）専門-20
日時 ： 令和元年6月29日（土） 14：30～17：00
場所 ： 和歌山ビッグ愛 4階 大会議室
参加費 ： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容
講演1. 「当検査室における精度管理」
講師 ： 林 志穂 技師 (和歌山県立医科大学附属病院 中央臨床検査部）
司会 ： 寺嶋 優 技師（国保日高総合病院 臨床検査科）
講演2.「令和発、耐感トレーニング！グラム陽性菌編＆ここがポイント！
微生物検査の精度管理」
講師 ： 中村竜也 先生 （京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科）
司会 ： 口広 智一 技師 （公立那賀病院 臨床検査科）
連絡先： 公立那賀病院 臨床検査科 TEL：0736-77-2019
担当責任者 ： 口広 智一

学術部より

〇医療法人 明美会 有田南病院
〇たまい内科

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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●令和元年度定時総会開催（190006253）基礎-30
定款第14条の規定により、令和元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。なお、議案書等の詳細については後日、あ
らためましてご案内をいたします。
日時：令和元年6月8日（土） 16：00～17：15（予定）
場所：済生会和歌山病院 7階 講堂（予定）

●令和元年度定時総会における教育講演会開催（190007502）
基礎-20
定時総会における教育講演会を下記概要にて開催いたします。
教育講演 「地域包括ケアシステムについて（仮題）」
講師 和歌山県 福祉保健部福祉保健政策局（調整中）
日時：令和元年6月8日（土） 15：00～16：00（予定）
場所：済生会和歌山病院７階講堂（予定）

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

✍ 6/8(土)
・令和元年度定時総会
・令和元年度定時総会における
教育講演会

📖 6/15(土)
・第2回血液班研修会
・第1回総合管理班研修会
・第3回和歌山県細胞検査士会主催
細胞検査士スキルアップ（養成）講座

📖 6/29(土)
・第22回学術部一泊合同研修会
・第2回微生物班研修会

臨床検査技師連盟より

平素より連盟の活動にご理解とご協力をありがとうございます。連盟ニュース119号が出ました。一読ください。
7月の参議院選挙に出馬する小川しんじ候補の後援会への加入を呼びかけています。リーフレットと加入申込書はお手元に届いてい
ますか？まだの方がありましたら、脇村まで連絡ください。また追加もお送りします。5月10日現在 140名の加入申込をいただいてい
ます。会員一人が家族や知人、友人の複数に呼びかけていただくという地道な広報が、臨床検査業界を支えます。後援会申込書はFAX 
073-483-4177へお願いします。

7月1日（月）には大阪で「小川しんじ総決起大会」が開催されます。シェラトン都ホテル大阪 19時開場、20時閉会です。参加でき
る方ありましたら応援をお願いします。
引き続き 連盟への加入をお願いします。1口3000円です。連盟の活動を支える財政基盤です。
＜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 FAX：073-483-4177(検査直通) kensa@keiyukai.com

第59回日臨技近畿支部医学検査学会

温湖知新 ～その先を見すえる臨床検査～

会期：2019年10月26日・27日
会場：ピアザ近江 他
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