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多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会に参加して
奈良県総合医療センター 福山 愛子
2 月 23，24 日と天理医療大学で行われた臨床検査技師の能力開発講習会に参加させていただきました。
私が参加した理由は、エコー検査に携わっており、『画像診断入門』のお話に興味があったからです。し
かし、プログラムをよく見てみるとそれ以外にも面白そうな内容があり、あまり参加者が多くないと聞い
ていましたが、期待度高めで参加しました。
当日行ってみると、参加者の年齢層は全体的にやや高めなようでしたが、中には同世代くらいの方もお
られました。プログラムは、1 日目に臨床検査技師、臨床工学技士、看護師、理学療法士、2 日目に薬剤
師、医師、栄養士によるそれぞれの職種の仕事内容をお話いただきました。
特に印象が強かったのは、近大病院の辰巳先生による『チーム医療からみた安全管理～臨床検査技師に
もとめられるもの～』というテーマでのお話です。内容は心理的安全性の獲得が医療安全（アメリカでは
患者安全というそうです）に繋がるということを、様々な具体例を挙げてお話されました。巧みな話術で、
笑いもあり、1 時間半の間釘付けになって聞いていました。
次に印象が強かったのは、理学療法士の方による安全な起き上がり・移乗を行うための実習でした。日
頃、なんとなくやっていた介助ですが、患者さんの可動域や重心移動がよく考えられていて、難しかった
です。しかし、うまく出来たときの移動の楽さや、安心さを感じることができました。他の方々のお話も、
他職種で知らなかったことが多くあり、検査結果がどの位活用されているかを知ることができ、自分たち
に何が出来そうであるかを考える良い機会となりました。
今回の講習で知り得た事を活かして、今後の検査業務をより充実させていきたいと思いました。どのお
話も面白く聞かせていただいたので、またこの様な機会がありましたら皆さんにもぜひ参加していただけ
たらと思います。
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＜

生涯教育研修会のお知らせ

＞

不整脈の基本のキ〔専門-20〕
講師：大谷 祐哉 会員（奈良県総合医療センター）
日時：2019年5月10日（金）18時30分〜20時00分
会場：天理よろづ相談所病院 外来棟5階 中会議室
担当：機能検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】今回の勉強会は不整脈の成り立ちや原因について基本中の基本をお話しして頂きま
す。リエントリーって？撃発活動って？そんな不整脈でよく聞く用語も解説して頂きま
す。そして今回のお話を基礎にして次から2回の不整脈について実践的な勉強会をしたいと
思っています。ぜひ皆様これを機に基本のキおさえましょう。皆様のご参加お待ちしてお
ります。
【問い合わせ先】佐藤 妙恵果（県立医科大学附属病院） Tel 0744-22-3051 (4221)
e-mail

komiyama@naramed-u.ac.jp

呼吸機能検査の基礎〔専門-20〕
講師：小林 彩乃 会員（天理よろづ相談所病院）
日時：2019年5月16日（木）18時30分〜20時00分
会場：天理よろづ相談所病院 外来棟5階 中会議室
担当：機能検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】今回は、基礎編としてVC・FVCの講義を行って頂きます。呼吸機能検査は、患者さん
の協力が必要な検査です。検査をするにあたって、なるべく少ない回数でよりよい結果を
得るために検査者側にできること、また波形を選択するうえでチェックするポイントなど
についてお話ししようと思っています。これから呼吸機能検査をはじめようとされる方も
ぜひご参加ください。お待ちしております。
【問い合わせ先】佐藤 妙恵果（県立医科大学附属病院） Tel 0744-22-3051 (4221)
e-mail

komiyama@naramed-u.ac.jp
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アンチバイオグラムグループワーク〔専門-20〕
講師：阿部 教行 会員 他（天理よろづ相談所病院）
日時：2019年5月29日（水）18時30分〜20時00分
会場：天理よろづ相談所病院 南病棟2階 感染症検査室
担当：微生物検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】アンチバイオグラムのグループワーク形式による勉強会を企画しました。
日常ご施設で使用されているアンチバイオグラムをご持参ください。2〜3のグループに分
かれ、JANISおよび他施設のものと比較することで、課題の発見や情報共有を目的としてい
ます。アンチバイオグラムの読み方に不安をお持ちの方、これから作る予定の方、既に
運用されている方も、是非ご参加下さい！
【問い合わせ先】阿部 教行（天理よろづ相談所病院） Tel 0743-63-5611 (8665)
e-mail

abepenem@tenriyorozu.jp

超音波定期勉強会1「知っておきたいＭＲ画像の基本」〔専門-20〕
講師：吉岡 明治 会員（天理よろづ相談所病院）
日時：2019年5月29日（水）18時30分〜20時00分
会場：天理よろづ相談所病院 外来棟５階 中会議室
担当：画像検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】今回は、ＭＲ画像の基本知識ついてお話していただきます。日常の超音波検査に役立
つMR画像の見方を学べると思います。
皆様のご参加をお待ちしています。
【問い合わせ先】植東 ゆみ（天理よろづ相談所病院） Tel 0743-63-5611 (7447)
e-mail

uehigashi_2017@yahoo.co.jp

会員・施設状況
［正会員数］
[新入会累計]
[変

更]

（2019 年 4 月 1 日現在）

620 名
4名

[再入会]

0名

11 名

[退 会]

8名
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これから血液学を学ぶ技師へ
1．血液データの読み方

2．凝固データの読み方

3．血液検査をやってきて後輩に伝えたいこと〔専門-20〕
講師：1．武野 健吾 会員（奈良県総合医療センター）
2．廣田 浩二 会員（市立奈良病院）
3．胡内 久美子 会員 (奈良県総合医療センター)
日時：2019年5月29日（水）18時30分〜20時00分
会場：天理よろづ相談所病院 南病棟 地下会議室
担当：血液検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】基本的な血液、凝固データの読み方について解説して頂きます。これから血液検査
を学んでいく方をはじめ、日当直を担当されている方にも役立てて頂ければと思います。
また、今まで血液検査に従事されてきて感じたこと、後輩へ伝えたいメッセージについ
てもご講演頂きます。
【問い合わせ先】永井 直治（天理よろづ相談所病院） Tel 0743-63-5611 (7437)
e-mail

na.nagai@tenriyorozu.jp

尿沈渣検査の極意part1～基礎と血球類～〔専門-20〕
講師：中村 彰宏 会員 他（天理医療大学）
日時：2019年5月30日（木）18時30分〜20時00分
会場：天理よろづ相談所病院 外来棟5階 中会議室
担当：一般検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】本研修会は尿沈渣検査の基本的な操作法から重要ポイント、そして、最も基本成分
である血球類の見方およびその解釈を中心に解説します。
是非、多数のご参加をお待ちしております。
【問い合わせ先】北川 大輔（奈良県総合医療センター） Tel 0742-46-6001 (2526)
e-mail

d.kitagawa.med@gmail.com
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心電図・呼吸機能実技講習会〔専門-20〕
講師：佐藤 妙恵果・溝端 亮兵 会員（県立医科大学附属病院）
日時：2019 年 6 月 8 日（土）14 時 00 分〜16 時 15 分
会場：県立医科大学附属病院 Ｂ棟 2 階 心電図・呼吸機能検査室
担当：機能検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】心電図・呼吸機能の実技講習会を開催します。はじめに検査に必要な知識やポイント
についてお話します。そのあとは実際の機器で実践練習してみましょう。私たちには限ら
れた時間の中で正確な記録を報告することが求められます。日々の業務で感じている不安
や、こんな時はどうしたら？という疑問を皆で解決しませんか？新人の方のみならず多く
の方のご参加をお待ちしております。
【問い合わせ先】佐藤 妙恵果（県立医科大学附属病院） Tel 0744-22-3051 (4221)
e-mail

komiyama@naramed-u.ac.jp

現行および改定JSCC常用基準法と国際臨床化学連合(IFCC)測定法について
〔専門-20〕
講師：長尾 健次 氏（富士フィルム和光純薬工業株式会社 学術部）
日時：2019年6月26日（水）18時30分〜19時45分
会場：天理よろづ相談所病院 外来診療棟 5 階 中会議室
担当：臨床化学検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】日本臨床化学会（JSCC）はアルカリフォスファターゼの測定法をIFCCへ準拠する
方法へ移行するように全国の関係機関へ通達を出しております。この移行に伴う測定値
の解釈は、それを利用する医師はもちろん我々臨床検査技師にとって大きな混乱を招き
ます。円滑に移行を行うためには、十分な知識と準備が必要になるため勉強会を開催し、
会員の皆様と一緒に議論を深めたいと思います。皆様のご参加をお待ちしております。
【問い合わせ先】倉田 主税（県立医科大学附属病院） Tel 0744-22-3051
e-mail

ckurata@naramed-u.ac.jp
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2019 年度 日臨技近畿支部 病理細胞診研修会開催案内
主催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 近畿支部
担当技師会：一般社団法人 奈良県臨床検査技師会

この度、日臨技近畿支部 学術部病理細胞部門では、
「診断・治療を支える病理・細胞診の知識・技術・
研究」をテーマに、下記の要領にて研修会を開催いたします。今回は、病理診断・細胞診断の基本となる
ヘマトキシリン・エオジン染色やパパニコロウ染色のポイント、真菌や結核等の感染症診断の際に必要と
なる特殊染色について、さらに診断や治療の方向性を決定する免疫染色や遺伝子検査の基礎と実践まで、
幅広くポイントを整理し理解を深めます。また近年、様々な技術や検査方法が誕生していくなかで、臨床
研究がどのように行われているのかについても解説します。
ご多忙とは存じますが、是非ご参加頂きますよう御案内いたします。

記

【テーマ】診断・治療を支える病理・細胞診の知識・技術・研究
【日

時】2019 年 8 月 31 日（土）13：00 ～ 17：30

【場

所】奈良県立医科大学 臨床第一講義室
～アクセス～

Ø

近鉄「大和八木西口駅」徒歩約 8 分、「大和八木駅」徒歩約 15 分

Ø

JR「畝傍駅」徒歩約 10 分、

Ø

奈良交通バス「医大病院玄関口」、橿原市コミュニティバス「奈良医大病院」下車すぐ

【定

員】100 名（事前申し込み制）先着順、定員になり次第締め切ります。

【参加費】日臨技会員 2,000 円 ／ 非会員 5,000 円（地臨技会員のみ、非会員）
（振り込み手数料は受講者負担）
【評価点】専門教科 20 点（日臨技会員証をお持ち下さい）
認定病理検査技師クレジット、細胞検査士クレジット申請予定
【受付期間】2019 年 6 月 1 日（土） ～ 6 月 30 日（日）

【申込み方法】日臨技会員の方は、HP より申し込み下さい。6 月 1 日より WEB 申し込みの
みの受付です。非会員の方は下記宛に E-mail（携帯アドレスは不可）にて、件名に「2019
年度日臨技近畿支部病理細胞診研修会 参加申し込み」と記載し、1）氏名、2）氏名ふり
がな、3）勤務先、4）所属部署、5）勤務先住所（郵便番号も明記）、6）電話番号（日中、
連絡がつく） を明記の上、送信して下さい。なお、締め切りは 2019 年 6 月 30 日です。お
申込み後 1 週間以内に返信が無い場合には、電話にてお問い合せ下さい。
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【プログラム】
12:30～13:00

受付

13:00～13:05

開講式

13:05～13:45

HE 染色を見直しませんか？～きれいな HE 標本を作製するために～
兵庫県臨床検査研究所 HPL

13:45～14:25

小林 真 先生

グロコット染色とチールネルゼン染色について～滋賀県精度管理より
近江八幡市立総合医療センター 北川 勇一 先生

14:35～15:15

細胞診の主な染色について
紀南病院 峰 高義 先生

15:15～15:55

免疫染色の基礎と実践
洛和会音羽病院 森藤 哲史 先生

16:05～16:45

病理検体を用いた遺伝子検査
堺市立総合医療センター 佐々木 伸也 先生

16:45～17:25

臨床研究のすすめ方‐その疑問を研究に繋げよう‐
関西医療大学 矢野 恵子 先生

17:25～17:30

閉講式

【問い合わせ先】
奈良県立医科大学附属病院 病院病理部 龍見重信
〒634-8522

奈良県橿原市四条町 840 番地

TEL：0744-22-3051（代）
E-mail：statsu＠naramed-u.ac.jp（上記＠は全角です。半角の@に変更して送信下さい）

第 36 回
期
会

奈良県医学検査学会のご案内

日：2019 年 5 月 26 日（日）9:00～
場：奈良県立医科大学 大講堂

第 36 回奈良県医学検査学会を開催するにあたり、会員の皆様の参加をお待ちしております。

2019 年度奈臨技定時総会のご案内
日

時 ：2019 年 5 月 26 日（日）
（奈良県医学検査学会 終了後）

会

場 ：奈良県立医科大学 大講堂

一般社団法人の定款により定時総会は年 1 回の開催となっています。
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奈臨技行事予定
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第 2 回通常理事会
不整脈の基本のキ
Basic cytology
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機能検査
細胞診
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呼吸機能検査の基礎

機能検査

水

30

木

31

金

Basic cytology

担当
第3回

細胞診

第 36 回 奈良県医学検査学会
2019 年度奈臨技総会

アンチバイオグラムグループワーク

微生物
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血液検査

超音波定期勉強会 1

画像検査

尿沈渣検査の極意 part1

一般検査

＊ 行事参加される方は、奈臨技ホームページにて日程・会場等の変更の有無をご確認下さい＊

＊

http://naraamt.or.jp/＊

編集後記
今年のゴールデンウィークは 10 連休となり、皆さま充実された休日をすごされたと思います。と言っ
ても医療従事者ですから、多かれ少なかれ仕事された方も多くおられたことでしょう。これを書いている
私は今、もうすぐ GW 突入でウキウキしています。と言っても特に何も計画していませんので、だらだら
過ごしてしまいそうです。さて、この奈臨技ニュースも記念すべき第 300 号をむかえました。これからも、
会員の皆さまに役立つニュースを発行していきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
広報委員 K

