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📖 11/2(土)
・第3回病理細胞班研修会
・第7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)

・第3回総合管理部門勉強会

✍ 11/3(日)
・第24回和歌山県病院協会学術大会

📖 11/9(土)
・第4回血液・生化学合同研修会

📖 11/16(土)， 11/17(日)
・ベッドサイド実践講習会

📖 11/24(日)
・第4回病理細胞班研修会
・第8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)

🎩第5回和臨技理事会

日 時：令和2年1月16日（土）
15：00～17：00（予定）

場 所：済生会和歌山病院
7階 多目的ホール

●第3回 病理細胞班研修会（190021148） 専門-20
日時 ： 令和年11月2日（土）13:00～15:00
場所 ：和歌山県立医科大学附属属病院3Ｆ 病理検査室
参加費 ：会員（和臨技・日臨技）500円 非会員 1000円
内容
細胞検査士2次試験対策 PartⅠおよびセルフアセスメント
講師：田中 真理 技師（独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院）

木下 勇一 技師（和歌山県立医科大学附属病院）
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 ： 奥村 寿崇 （日赤和歌山医療センター）
TEL：073-422-4171
Email：wrc-pc@wakayama-med.jrc.or.jp

●第7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11月2日(土) 15:00～17:00
場所 ： 和歌山県立医科大学附属属病院3Ｆ 病理検査室
参加費 ： 無料
内容
細胞検査士2次試験対策 PartⅠおよびセルフアセスメント
講師：田中 真理 技師（独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院）

木下 勇一 技師（和歌山県立医科大学附属病院）
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 ： 田中 真理 （独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院）

木下 勇一 （和歌山県立医科大学附属病院）
また、準備などが必要なため参加される方は10月25日（金）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@wakayama-med.jrc.or.jp / toshi19862301@gmail.com

●第3回総合管理部門勉強会（190024006） 基礎-20
日時 ： 令和元年11月2日（土） 14:00～16:00
場所 ： 和歌山県立医科大学高度医療人育成センター 5階 大研修室
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技）500円 非会員 1000円
内容
「患者さまは外国人！！どう対応しますか？」
－心電図検査・採血業務編―

講師 ： ＮＯＶＡ講師（ＮＯＶＡホールディングス株式会社）
日本語がほとんど喋れない外国人の患者様が心電図や採血に来られて困ったことはあ
りませんか？ＮＯＶＡの外国人講師をお招きし、そんな場面で役に立つ初級レベルの
英会話レッスンを行います。楽しく学べればと思っています、興味のある方は是非ご
参加ください。
連絡先 ： 有田市立病院 検査室 TEL0737‐82‐2151（内線150）
担当責任者 ： 大西 まゆみ

●第4回 血液・生化学合同研修会
（血液 190019190 生化学 190021452）専門-20、専門-20

日時 ： 令和元年11月9日（土） 14：30～16：30
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

サテライト会場①：勝浦温泉病院 糖尿病・生活習慣病センター
サテライト会場②：新宮医療センター 会議室

参加費 ： 会員(和臨技・日臨技) 500円 非会員1000円

内容
司会：箕浦 直人 技師、和田 哲 技師（和歌山県立医科大学附属病院）

1. Ｒ-ＣＰＣってなんだろう？
講師：和田 哲 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）

2.Ｒ-ＣＰＣをやってみよう
回答者：山本 裕也 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）
回答者：新田 紗代 技師 （海南医療センター）
症例提示者：堀端 伸行 技師 （和歌山県立医科大学附属病院）

*研修会当日までに症例データの配布をご希望の場合は、下記の担当責任者までメー
ルでご連絡ください。

血液担当責任者：：小山 明日美
連絡先：紀南病院 中央臨床検査部 0739-22-5000（内線2216）
メールアドレス：kasumi@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp

生化学担当責任者：和田 哲
連絡先：和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部
073-447-2300（内線2389）
メールアドレス：s-wada@wakayama-med.ac.jp

学術部より

〇滋賀医科大学附属病院
〇独立行政法人 地域医療推進機構

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/kyujinjyouhou.html)

SCHEDULE

求人案内

次回理事会
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📖 11/2(土)
・第3回病理細胞班研修会
・第7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)

・第3回総合管理部門勉強会

✍ 11/3(日)
・第24回和歌山県病院協会学術大会

📖 11/9(土)
・第4回血液・生化学合同研修会

📖 11/16(土)， 11/17(日)
・ベッドサイド実践講習会

📖 11/24(日)
・第4回病理細胞班研修会
・第8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)

●「ベッドサイド実践講習会」 （190026323） 基礎-30
開催日 ：令和元年11月16日（土） 12時30分～17時45分

令和元年11月17日（日） 10時00分～15時00分
場所 ：済生会和歌山病院 7階多目的ホール（和歌山県和歌山市十二番丁45）
受講対象：日臨技正会員で検体採取に関する講習会を受講したもの
募集人員：30名（事前登録が必要）
内容 ：他の医療専門職による講義・実技
申込方法：「ベッドサイド実践講習会申込書」を和臨技HPよりダウンロードの上、
必要事項を記載しメールにてお申込みください
研修会受講料：2,000円（当日、受付にて支払い）
申込み期間 ：令和元年10月1日～10月25日（ただし定員になり次第締め切ります）
申込み先 ：一般社団法人 和歌山県臨床検査技師会事務局

E-mail : waringij@wakayama-med.ac.jp 
担当者 ：久保 光史（済生会和歌山病院 臨床検査科 TEL : 073-424-9805）

●第4回 病理細胞班研修会（190024118） 専門-20
日時 ： 令和元年11月24日（日）13:00～15:00
場所 ： 日本赤十字社和歌山医療センター 6階 細胞診鏡検室
参加費 ： 会員（和臨技・日臨技）500円 非会員 1000円
内容
細胞検査士2次試験対策 PartⅡおよびセルフアセスメント
講師：稲垣 充也 技師 （公立那賀病院）

真谷 亜衣子 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
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 ： 奥村 寿崇 （日赤和歌山医療センター）
TEL:073-422-4171
Email：wrc-pc@wakayama-med.jrc.or.jp

●第8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11月24日 (日) 15:00～
場所 ： 日本赤十字社和歌山医療センター 6階 細胞診鏡検室
参加費 ： 無料
内容
細胞検査士2次試験対策 PartⅡおよびセルフアセスメント
講師：稲垣 充也 技師 （公立那賀病院）

真谷 亜衣子 技師 （日本赤十字社和歌山医療センター）
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 ： 稲垣 充也 （公立那賀病院）

真谷 亜衣子 （日本赤十字社和歌山医療センター）
また、準備などが必要なため参加される方は11月18日（月）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@wakayama-med.jrc.or.jp / toshi19862301@gmail.com

学術部より
SCHEDULE

事務局より
●第24回和歌山県病院協会学術大会（190022408）専門-20
テーマ ：医療現場での災害対策・防災対策
日時 ：令和元年11月3日(日)9：00～17：00
場所 ：ホテルアバローム紀の国
参加費 ：2,000円（当日）
主催 ：公益社団法人和歌山県病院協会
共催 ：和歌山県臨床検査技師会

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。

一般演題募集中！
締切(11/13)近し！
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