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地域ニューリーダー育成研修会に参加して
県立医科大学附属病院 森嶋 良一

令和元年 10 月 18 日(金)～20 日(日)の 3 日間にわたり日臨技主催による標記研修会が静岡県熱海市（森の温
泉ホテル）にて開催されました。本研修会は各都道府県から 1 名の会員が代表して受講する形式で行われ、本
年で第 6 回目の開催となります。第 1 回目～4 回目までは東京（晴海）で開催され、奈良県からも毎年 1 名（計
4 名）が参加しており、私は第 2 回目に参加させて頂きました。そして第 5 回目および第 6 回目（今回）は第
1 回～第 4 回の受講者の中から 1 名が参加する規定となっており、今回参加させて頂きました。
“熱海”と聞けば、
「温泉」「海」「宴会」といった浅はかな期待を胸に研修会に臨みましたが、さすが日臨技
の研修会です、研修会会場は山の上、海は見えず、周りには何も無く、夜になるとホテルから一歩も外には出
ることはありませんでした。
（甘かった！！）
そもそも、この「地域ニューリーダー育成研修会」の開催目的は、少子高齢化を迎え日本の医療・福祉は大
きな転換期を迎え、臨床検査技師業務も改善や新たな役割が求められている。臨床検査技師会においてもさら
なる組織の活性化と強化が必須であり、その一環として、次世代を担うリーダーの育成となっています。
今回（第 6 回目）の研修会は、1 回目～5 回目の研修会の次のステップとして、
「地域ニューリーダー育成研
修会」受講後の取り組みを振り返り、成果の確認と課題を明確にし、個々の役割を知ること。次の時代を担う
若手技師の組織強化を図るための方策を考える機会とすること。
そして、
技師同志が交流を深めることにより、
都道府県技師会における情報共有や提供、連携の推進を図ることでありました。
研修会の初日は「10 年後の日臨技のあるべき姿へのロードマップの再確認」
、
「日臨技の重点課題と方針」、
「日臨技を新生させ未来を拓く」とういテーマで宮島会長、横地副会長、丸田常務理事より講義があり、懇親会
の後、ナイトミーティングとして「宮島会長と臨床検査技師の将来を語り合い」として夜遅くまで話合う時間が
設けられました。
2 日目～3 日目は外部講師を迎え、
「チームメンバーの育成に活用するコーチング」
、
「リーダーシップ、仕事の
【価値】
、組織力」
、
「ファシリテーションスキル」
、「実践のためのアクションプラン」というテーマで講義およ
びグループワーク、そして発表といった研修内容でした。
正直なところ 3 日間とてもハードな研修会ではありましたが大変多くのものが得られ、本当に貴重な経験をさ
せて頂いたと感謝しております。研修会に参加させて頂きました経験を生かして、研修会の目的である
①「地域ニューリーダー育成研修会」受講後の自らの取り組みを振り返り、成果の確認と課題を明確にし、臨
床検査技師の発展のために必要な今後の取り組みを構築する。
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②刻々と変化する社会、医療情勢を学び、これらを踏まえた認識を新たな観点で議論できる見識を持つことに
より、臨床検査技師の進むべき未来を描き、共有する。
③リーダーに必要なスキルを習得し、都道府県技師会を牽引するとともに日臨技への運営にも携わることがで
きる人材となる。
この 3 点について今後、
奈良県の臨床検査技師会において貢献できる人材となるよう努力して参りたいと思っ
ております。

＜
令和元年度

生涯教育研修会のお知らせ

＞

第2回血液・輸血部門合同研修会〔専門-20〕

講師：飯岡 大 先生（天理よろづ相談所病院 血液内科）
日時：2020年2月1日（土）14時00分〜16時00分
会場：天理よろづ相談所病院 南病棟棟南 別館4階 会議室
担当：輸血・移植検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】令和元年度第2回目の血液・輸血部門合同研修会を企画いたしました。今回は、天理よ
ろづ相談所病院 血液内科 飯岡先生をお招きして、”造血幹細胞移植後に求められる臨床
検査”と題し、我々臨床検査技師が知っておきたい骨髄移植の基本、移植後に見られる疾
患や検査データの読み方などについて、ご講演頂く予定です。皆様の参加をお待ちしてお
ります。
【問い合わせ先】大前 和人（市立奈良病院） Tel
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IgG4関連疾患と血清IgG4の測定意義〔専門-20〕
講師：松木 友里 氏（ニットーボーメディカル株式会社 学術部）
日時：2020年2月7日（金）18時30分〜19時45分
会場：天理よろづ相談所 外来診療棟５階 中会議室
担当：免疫検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】IgG4関連疾患は日本が世界に先駆けて発見した疾患で、その病態は未だ解明されない
ところが多いです。近年では国内で臨床研究チームが立ち上がり、その実態が解明されつ
つあります。」よって最近の動向と、血清IgG4を測定する意義について勉強会を開催いた
します.
【問い合わせ先】松村 充子（天理よろづ相談所病院） Tel
e-mail

0743-63-5611 (7435)

mitsuko@tenriyorozu.jp

令和元年度奈臨技グラム染色講習会〔専門-20〕
講師：阿部 教行 会員 他（天理よろづ相談所病院 他）
日時：2020年2月8日（土）14時30分〜18時00分
会場：奈良県立医科大学附属病院 微生物検査室（E棟階段にて2階へお越しください）
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】奈臨技グラム染色研修会を実施いたします。
14時30分～15時受付、実習は15時～18時の予定です。
募集人数は15～20名程度で、募集期間は12月1日～1月20日です。
申し込みは下記メールアドレスまでお願いします。
申し込み時に初級・中級のどちらかを書き込みをお願いします。
本研修は日臨技助成申請事業です。沢山の方のご参加お待ちしております。
申し込みアドレス：天理よろづ相談所病院 阿部教行 abepenem@tenriyorozu.jp
【問い合わせ先】阿部 教行（天理よろづ相談所病院） Tel
e-mail

0743-63-5611 (8665)

abepenem@tenriyorozu.jp
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術中神経モニタリングの基礎から実践まで

～

症例から学ぶ

～〔専門-20〕

講師：高谷 恒範（県立医科大学附属病院）他 医師に講演依頼中
日時：2020年2月8日（土）13時00分〜17時00分
会場：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部技局（スキルスラボ棟 4階）
担当：神経検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】今回の定期勉強会は『術中神経モニタリングの基礎から実践まで』というテーマで、
術後神経症状の悪化を予防する目的で、運動や感覚（視覚・聴覚・体性感覚など）と
いった神経機能が手術中に障害されていないかどうかを確認する検査について簡便に説明
して頂きます。興味のある方お待ちしております。
【問い合わせ先】高谷 恒範（県立医科大学附属病院） Tel 0744-22-3051 (4240)
e-mail

takatani@naramed-u.ac.jp

血液分野顕微鏡実技講習会〔専門-20〕
講師：永井 直治 会員 (天理よろづ相談所病院)
高橋 陸 会員(天理よろづ相談所病院)

他

日時：2020年2月8日（土）14時00分～17時00分
会場：天理医療大学 顕微鏡実習室 （奈良県天理市別所町80-1）
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】今年度も血液分野顕微鏡実技講習会を行います。今回は、
Aコース：初学者、日当直のみ血液検査を行っている方で標本の基本的な見方、データの
読み方を教えて欲しい方
Bコース：血液検査担当者でいろいろな血液疾患標本を見たい方に分けて行います。
参加を希望される方は電子メールにて1)氏名、2)会員番号、3)施設名、4)希望コースを、
「na.nagai@tenriyorozu.jp（永井）」までお送りください。
多数のご参加をお待ちしております。
【問い合わせ先】永井 直治（天理よろづ相談所病院） Tel 0743-63-6511 (74370)
e-mail

na.nagai@tenriyorozu.jp
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遺伝子検査の基礎と臨床応用〔専門-20〕
講師：白濱 秀也 氏（SRL 遺伝子・染色体解析部）
日時：2020年2月13日（木）18時30分〜20時00分
会場：近畿大学奈良病院 ５階大会議室
担当：病理検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】近年、悪性腫瘍の病理組織や細胞検体を用いた体細胞遺伝子検査は急増しており、
検体の取り扱い方法は検体の品質に深く関わることが知られております。今回は、ゲ
ノム検査に携わる方を講師に迎え、検査前工程における検体の取扱いについての注意点や
工夫、コンパニオン診断における遺伝子検査の紹介とその結果の解釈等について、ご講演
を賜ります。多数の参加をお待ちしております。
【問い合わせ先】浦 雅彦（近畿大学奈良病院） Tel
e-mail

0743-77-0880(3056)

masahiko-ura＠med.kindai.ac.jp

呼吸機能検査 ≪応用編≫〔専門-20〕
講師：溝端 亮兵 会員（県立医科大学附属病院）
日時：2020年2月20日（木）18時30分〜20時00分
会場：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部技局（スキルスラボ棟 4階）
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、「症例からデータを見る」をメインにお話しさせて頂きます。当院での症例
を用いてVC、FVC、拡散能などの勉強を行なっていきたいと思います。この機会に症例から
きちんとデータを見る事を皆で学びませんか。多数のご参加お待ちしております。
【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院） Tel
e-mail

0744-22-3051 (4221)

mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp
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遺伝子検査の展望（精度管理とがんゲノムのこれから）〔専門-20〕
講師：柿島 裕樹氏（国立がん研究センター中央病院）
龍崎 大輔 氏（サーモフィッシャーダイアグノスティックス(株)）
日時：2020年2月22日（土）14時30分〜17時00分
会場：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部技局（スキルスラボ棟 4階）
担当：遺伝子検査分野（生涯教育研修：専門－20）
会費：無料（非会員：3000 円）
【要旨】医療法の改正やがんゲノム検査の広まりにつれて、遺伝子検査は新しい知識や今まで
にない精度管理法が必要となってくる時代となりました。今回は、精度管理を今後どうし
ていくべきか、また、がんゲノム検査は今後どういった展開となっていくか等遺伝子検査
として最重要な話題について、中心的な役割を担っておられる講師の方々にお話ししてい
ただける予定です。さまざまな分野からの御参加をお待ちしています。
【問い合わせ先】山口 直子（県立医科大学附属病院） Tel
e-mail

超音波定期勉強会10

0744-22-3051 (1220)

nyama@naramed-u.ac.jp

「症例検討会」〔専門-20〕

講師：太田 奈津子 会員（奈良県総合医療センター）菊田 健太 会員（宇陀市立病院）
岩永 寿美華 会員（天理よろづ相談所）
日時：2020年2月26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】今年度も症例検討会を開催します。３施設から症例を提示して頂きます。
各施設の症例を供覧することで、同じような症例に遭遇した時に、はっ！と気づく
きっかけになると思います。
その他、症例などのある方はご連絡頂ければと思います。多数のご参加お待ちしてお
ります。
【問い合わせ先】植東 ゆみ（天理よろづ相談所病院） Tel
e-mail

0743-63-5611 (7447)

uehigashi_2017@yahoo.co.jp

（7）

これまでの一般検査とこれからの希望〔専門-20〕
講師：高田 穂波 会員（県立医科大学附属病院）
日時：2020年2月28日（金）18時30分〜20時00分
会場：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部技局 (スキルスラボ棟 4階)
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】今回は、講師の長年にわたる一般検査全体の経験や体験をもとに、症例や検査の
コツなどをこれからの若手技師や一般検査に携わるスタッフに向けてご講演していた
だきます。なかなか聞くことのできない講演ですのでぜひご参加ください。
数多くの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
e-mail

0742-46-6001 (2526)

d.kitagawa.med@gmail.com

2019年度日臨技・奈臨技サーベイ解説会〔専門-20〕
講師：川邊 晴樹 会員（天理よろづ相談所病院）
菊田 健太 会員（宇陀市立病院）
日時：2020年3月19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】今年度の日臨技および奈臨技サーベイでの呼吸機能・心電図の設問についての解説会
を開催します。設問についてもう一度確認しながら、判断のポイントや迷った設問などを再
考し、正しく理解を深めることを目指します。当日は回答された問題もご持参ください。
多数のご参加をお待ちしております。
【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院） Tel
e-mail

0744-22-3051 (4221)

mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp
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令和元年度公開講演会 開催のお知らせ【基礎-20 点】
奈良県臨床検査技師会では、例年、奈良県民を対象に、公開講演会（検査体験コーナー併設）を年１回
開催しております。今回も奈臨技会員の皆様にご協力をお願いできましたら幸いです。

開催日：令和 2 年 3 月 1 日（日）
11：00～13：00 検査展
13：00～14：30 講演会
会
講

場：かしはら万葉ホール
師：安村

禮子 先生

(特定非営利法人 日本成人病予防協会 専務理事)
テーマ： 人生 100 年健康寿命の延伸に向けて
～生活習慣病を予防しよう～

検査展 検査体験コーナー予定項目
自己血糖・血管年齢・骨密度・血圧・体脂肪

連絡先：奈良県総合医療センター
髙木 豊雅 TEL 0742-46-6001(2527)
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令和元年度

奈臨技会員のための研修会

開催について

平素は当会の活動に対しまして、ご理解ご協力頂き有難うございます。
さて、今年度も下記の通り、新入・一般会員研修会を開催致します。多くの会員の皆様の参加をお待ち
しています。本年度はマナー講習会を予定しています、普段の業務の糧になる内容と思われます。会員の
皆様のご参加お待ちしております。特に新入会員（平成 29 年度・30 年度・31 年度・令和元年度入会者）
の皆様には是非ご参加いただきますようお願い致します。
なお、本研修会は、同日に開催される公開講演会に引き続きましての開催となります。

記
開催日時：

令和 2 年 3 月 1 日（日曜日）午後 3 時 00 分～午後 4 時 00 分
＊受付を行います、10 分前集合でお願いします

会

場：

かしはら万葉ホール（ロマントピアホール）

講

師：

西村 望希（株）JAPAN・SIQ 教会 人材育成プロジェクト

テ ー マ：

『医療現場に役立つマナー講座 』

参加要項：

基礎-20 点

参加費無料

組織法規部長

奈良県総合医療センター

中央臨床検査部 柳田 裕起
TEL 0742-46-6001(内 2234)
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E-MAIL: abepenem@tenriyorozu.jp
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奈臨技行事予定
2月

行事（略）

担当

2月

ベッドサイド実践講習会 2

14

金

第 2 回血液・輸血部門合同研修会

15

土

日

16

日

3

月

17

月

4

火

18

火

5

水

19

水

6

木

20

木

7

金

1

土

2

8

土

IgG4 関連疾患と血清 IgG4 の測定意義

免疫検査

21

金

奈臨技グラム染色講習会

微生物

22

土

術中神経モニタリング基礎から実践

神経検査

23

日

血液分野顕微鏡実技講習会

血液検査

24

月

9

日

25

火

10

月

26

水

11

火

27

木

12

水

28

金

13

木

29

土

第 10 回通常理事会
遺伝子検査の基礎と臨床応用

行事（略）

担当

呼吸機能検査 ≪応用編≫

機能検査

遺伝子検査の展望

遺伝子検査

超音波定期勉強会 10

画像検査

これまでの一般検査とこれからの希望

一般検査

病理検査

＊ 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
暖かい冬が続いています。寒いのが苦手な私にとっては嬉しいことなのですが、まだ初雪を見ていなぁ
と少し寂しい気もしています。さて、インフルエンザがピークの時期となりました。うがいが予防になら
ないのは常識になりつつありますが、手洗いやマスクの他にもこまめな水分補給（紅茶が特にいいらしい）
や歯磨きも予防になるみたいですね。体調管理をして今年度を乗り切りましょう！
広報委員 M

