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📖 6/29(土)
・第2回微生物班研修会

📖 7/20(土)
・第2回一般検査班研修会
・第1回輸血班研修会

📖 7/27(土)
・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）

✍ 9/1(日)
・次世代のためのワークショップ

🎩第3回和臨技理事会
日 時：令和元年8月3日（土）

15：00～17：00
場 所：未定

●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

●第2回和臨技一般検査勉強会(190011439) 専門-20
日時 ： 令和元年7月20日(土) 14：00～16：30
場所 ： 和歌山県立医科大学附属病院 3階中央検査部 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尿定性検査の基礎と精度管理について
講師： 岡田 真歩 先生
（アークレイマーケティング株式会社 マーケティング統括部 学術推進チーム）
②尿沈査の基本的な鑑別法
～血球～ 講師： 林 健太 技師 （和歌山県立医科大学 紀北分院）
～上皮細胞～ 講師： 猪村 奈月 技師 （日本赤十字社 和歌山医療センター）
～その他の細胞～ 講師： 関本 明夏 技師 （紀南病院）
司会 南方 博至 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
連絡先 ： 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
電話番号 0736－22－0066
担当責任者： 林 健太

●第1回輸血班研修会（190011798）専門-20
日時 ： 令和元年7月20日(土) 14：00～16：30
場所 ： 和医大生涯研修センター研修室 （図書館棟３階）
参加費： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円
内容
講演1.「血液型検査の基礎と注意点及び症例検討」
講師： 西野主眞先生（株式会社カイノス 顧問）
講演2.「カラム凝集法の原理と注意点」
講師： 西村 拓人 先生（株式会社カイノス 学術部）
連絡先： 和歌山県立医科大学附属病院輸血部

電話番号：073-447-2300 (内線：2373)
担当責任者： 冨坂竜矢

●第4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7月27日(土) 13:00～
場所 ： 紀南病院 病理検査室
参加費： 無料
内容
甲状腺、唾液腺、その他
講師： 峰 高義 技師 （紀南病院 中央検査主任）
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。
担当責任者：峰 高義 技師 （紀南病院 中央検査主任）
また、準備などが必要なため参加される方は7月24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

学術部より

〇滋賀県
〇医療法人裕紫会 中谷病院
〇社会福祉法人恩賜財団済生会

有田病院
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/kyuujinnjyo
uhou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会

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

mailto:wrc-pc@kankyo.ne.jp
mailto:toshi19862301@gmail.com
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●次世代のためのワークショップ
和歌山県臨床検査技師会の次世代を担う人材を育成することを目的として、技
師会についてグループディスカッションにて考え、参加者が考える技師会運用
に必要な知識・スキルを考案していただく。またその中から次回ワークショッ
プの講演に取り上げてほしい要望を挙げていただき、参加者自身が望む技師会
運用のための知識・スキルを修得できるワークショップを開催いたします。
新人からベテランまで会員の皆様の参加をお待ちしております。またスキル
アップに興味のある方は是非ご参加ください。

開催日：9月1日（日曜日）
時 間：12：00～16：00
会 場：JA和歌山ビル 11階A
募集人数：15名
参加条件：和歌山県臨床検査技師会会員かつ日本臨床衛生検査技師会会員であ
ること
参加費：500円
日臨技生涯教育：基礎 20点（190012182）
参加申し込み：紀南病院 木下博之 hkinoshita@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp
まで参加申込書を添付しメールにてご連絡ください。

●全国「検査と健康展」和歌山会場
和歌山市内とその近隣の施設の方に実務委員のご協力のお願い
全国「検査と健康展」は、臨床検査への関心を高めてもらうことを目的に取
り組みます。今年は、なんとイオンモール和歌山 イオンホールで開催するこ
とになりました。技師が検査についてわかりやすく説明すれば、理解や関心が
深まるはずです。イオンでの開催ということで、家族連れ、若者、子供向けも
意識したいと思います。
つきましては、和歌山市内及び近隣の技師の方々に、協力をお願いしたく呼び
かけることにしました。秋の土曜日の一日、一緒に検査展しませんか。昨年の
様子は、会報をみてください。
募集人数 ：10名程度
開催日時 ：令和元年 10月19日 （土） 10：00～16:00

準備や撤去作業を手伝っていただける方はお願いします
会場 ：イオンモール和歌山 イオンホール
担当 ：医療法人恵友会 恵友病院 脇村 小津江

E-mail   kensa@keiyukai.com

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

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120号がでました。連盟のホームページから閲覧く
ださい。
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。6/10現在、技師会会員85名の協力を得て約200名の
後援会会員が集まっています。会員一人が家族や知人、友人の複数に呼びかけていくという地道な広報が、臨床検査業界の未来を
拓きます。後援会申込書はFAX 073-483-4177へお願いします。追加のリーフレットの希望がありましたらお送りします。引き続き応
援をお願いします。7月1日（月）にはシェラトン都ホテル大阪で「小川しんじ総決起大会」が開催されます。 19時開場、20時閉
会です。一緒に応援に行きませんか
連盟への加入も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円以上 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

臨床検査技師連盟より

📖 6/29(土)
・第2回微生物班研修会

📖 7/20(土)
・第2回一般検査班研修会
・第1回輸血班研修会

📖 7/27(土)
・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）

✍ 9/1(日)
・次世代のためのワークショップ

SCHEDULE
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