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日臨技近畿支部血液研修会に参加して 

天理よろづ相談所病院 河野 紋 

 今回、令和元年 12 月 15 日に奈良県文化会館にて行われた日臨技近畿支部 血液研修会に参加させてい

ただきました。 

 「一つ一つの細胞をみんなで考えよう」～正常細胞から異常細胞まで～というテーマの元、第一線で活

躍されておられる著明な先生方のご講演や、事前に配布・解答した症例の解説を通して、血液検査学の特

に細胞について深く学びました。 

 私は普段、ルーチン業務では血液細胞の分類業務に携わっていないことから、参加前、研修会の内容を

吸収することができるか不安でした。講演では、症例と血液細胞を結びつけての見方と考え方や、フロー

サイトおよび遺伝子検査の基本的な知識・技術内容から最新のトピックスなどを、詳しく丁寧に教えてい

ただくことができました。実際に経験した失敗例なども織り交ぜてお話いただけたことで、正しい見方・

考え方のアプローチを具体的に学ぶことができました。さらに、ランチョンセミナーでは形態学を学ぶ者

として、血球とどう向き合っていくべきかという講演をしていただきました。これから向き合っていく立

場である私にとって、今後の仕事に対してのやる気につながる講演となりました。 

 症例解説では、事前に解答していた６症例について解説していただきました。疾患の特徴や形態学的特

徴を詳しく解説していただき、事前に解答する時点での疑問点が解消され、細胞の見方についても学ぶこ

とができました。普段細胞をみていないため、６症例でもボリュームが大きく感じましたが、その分、学

ぶことも多く、とても勉強になりました。 

 今回研修会に参加して、頭がパンパンになりながらも、細胞の見方から実際の症例までたくさん勉強す

ることができ、とても良い経験となりました。一方、自らの知識不足も強く痛感したため、今後も様々な

勉強会や研修会に参加し、成長していきたいと思います。 
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  会員・施設状況  （2020 年 4 月 1 日現在）  

［正会員数］      632 名 

 [新入会]          0 名             [再入会]   0 名 

 [変 更]           13 名              [退 会]   6 名  
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＜奈臨技よりお知らせ＞ 

 

 第1回通常理事会にて、新型コロナウイルスの影響により、6月末日までは奈良県技師会主催の研修会、学

会等を延期または中止させて頂くことが決定されました。 

ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。また、今後の予定も変更になることがありますので、

奈臨技ホームページ、メール等で確認お願い致します。 

 

2020 年度奈臨技定時総会のご案内 

  日 時 ：2020 年 5月 31 日（日）10：00〜  

  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。 

  

 新型コロナウイルスの影響により、今後の予定も変更になることがありますので、奈臨技ホームページ、 

メール等で確認お願い致します。 

 

 第 37回 奈良県医学検査学会中止のお知らせ 

 
新型コロナウイルスの影響により、本年度の奈良県医学検査学会の開催を中止します。演者の先生，関

係者の皆様，会員の皆様にはご迷惑をおかけしますが、現状を踏まえ、判断いたしました。 ご理解のほ

ど、よろしくお願い致します。 

また今年度の一般演題，講演，その他内容の次年度への持越し等に関しましては、改めて協議し、広報

致します。 

各自健康に留意して行動をお願いします。 

             

第 37 回奈良県医学検査学会学会長  

 奈良県臨床検査技師会 会長 勝山 政彦 

 

 

編集後記 

 新型コロナウィルスで世間は大変な事になっています。皆さんの職場も忙しく対応に追われている事と思い

ます。皆さん力を合わせて乗り切りましょう。くれぐれもお身体を大事にしてお仕事にあたって下さい。 

 奈臨技の活動も中止となっています。みなさまにお知らせする内容も少なくなっています。奈臨技ニュース

6 月号の発行が遅れる可能性がありますことをご了承下さい。よろしくお願いいたします。 

                                        広報委員 M  

 


