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「第 1 回オンラインでの研修会を終えて」 

 

学術部検査研究部門担当  森嶋良一 

 

奈臨技会員の皆様、平素より学術活動にご理解とご協力を賜り誠に有難うございます。 

2020 年度においては新型コロナウィルス感染拡大防止の上から学術に関して例年通りの活動が中止の状

態が続いておりましたが、2020 年 5 月 28 日付けで日臨技より「令和 2 年度都道府県技師会主催研修会・

講習会の運用について（通知）」にてオンライン研修会等に関する暫定処置の決定通知の報告がありまし

た。これにより奈臨技においても「オンライン研修会」の開催準備のため検査研究部門運営委員会・IT 委

員会・生涯教育委員会の協力のもと「オンライン研修会 WG」を設置し第 1 回会議を 7 月 14 日に開催、WG

の運営方法に始まり、使用するアプリの検討やセキュリティ関連、日臨技への生涯教育点数付与など多く

の諸問題を整理しながら５回の会議を行いました。そして第 1 回のオンラインでの「微生物・遺伝子検査

部門緊急合同講習会 新型コロナウィルス」を 9月 18 日に開催しました。 

講師に奈良医大付属病院感染症センターの笠原 敬先生をはじめ４名の臨床検査技師の方に COVID-19

の概要、感染対策、アンケート結果報告など現状において私たちが今取り組むべき課題について解説いた

だきました。タイムリーな内容であったこともあり多くの会員にご参加して頂きましたこと大変嬉しく思

っております。今回の研修会におきましては山口遺伝子部門長・李遺伝子分野長・阿部微生物部門長が企

画の段階から開催にむけて努力をして頂き本当に有難うございました。また、オンラインでの開催におい

ては大林 IT 委員会委員長には WGの中心になって取りまとめをお願いし、無事に開催できました事を心か

ら感謝申し上げます。 

今年にはいりコロナ禍において世間では WEB での会議や研修会も多くなり、私たちの取り巻く環境も大

きく変わりました。慣れない事の連続で苦労することも多いですが、ある意味時代の流れと受け止めて奈

臨技においても IT 化を進めるチャンスなのかも知れません。 

学術部検査研究部門としましてはやっとオンライン研修会の入り口に立てた思いであり、今後、会員の

皆様に学術情報を最大限にご提供できるよう企画する部門長・分野長・分野員とともに努力して参ります。

しかしながら不慣れな事も多く会員皆様にご迷惑をお掛けする事もあるかも知れませんがご理解とご協力

をお願いしますと共に、これから開催しますオンラインでの研修会に是非とも多くのご参加をお待ちして

おります。 
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奈臨技オンライン研修会会員マイページをご活用ください 

奈臨技オンライン研修会ワーキンググループ（ＷＧ） 

ＩＴ委員会 大林 準 

奈臨技会員のみなさま、夜寒が身にしみるころとなりました。いかがお過ごしでしょうか。9 月 18 日に、

奈臨技における第１回オンライン研修会「＜微生物・遺伝子検査部門緊急合同講習会＞ 新型コロナウイル

ス」が開催されました。喫緊の話題である新型コロナウイルスがテーマということもあり、180 名を越え

るお申し込みとともに、盛況に開催されました。今後も生涯教育各部門・分野より続々と研修会が企画さ

れています。 

奈臨技の通常の研修会は、契約の関係上、申し込みの上限が先着 50 名となっております（新型コロナウ

イルス研修会は、特別枠を設定いたしました）。申し込みが 50 名を越えると参加ができなくなりますので

ご注意ください。 

また、お時間の都合や、定員オーバーで参加できなかった会員のみなさまのために、研修会の録画を「マ

イページ」の「ライブラリ」に一定期間公開しております。録画をクリックすると、研修会を視聴するこ

とができます。ぜひご利用ください。 

研修会のお申し込み、ライブラリの視聴は、奈臨技会員ならどなたでも作成できる「マイページ」にて行

っていただきたく思います。奈臨技オンライン研修会に１度でもご参加されたかたは、自動的に「マイペ

ージ」が作成されています。まだ参加されておられない会員のかたは、下記アドレスの、「新規登録」より、

ご登録いただき、マイページをご参照ください。 

マイページログインアドレス（URL）：https://v2.nex-pro.com/naraamt

今後も多くの研修会を企画される予定です。奈臨技ニュース・奈臨技ホームページ・日臨技登録メール

への一斉メール等で皆さまに広報させていただきたく思います。「マイページ」から随時お申し込みが可能

です。 

ライブラリや研修会のお申し込みに、ぜひ「マイページ」をご活用ください。

奈臨技オンライン研修会お問い合わせ先：webinar@naraamt.or.jp 



 

（3） 

 

＜ 生涯教育研修会のお知らせ ＞ 

 

 

「奈臨技微生物研究班サーベイ検討会」〔専門-20〕 

 

      講師：藤江 拓哉 会員（大和高田市立病院） 

      水澤 広樹 会員（市立奈良病院） 

      鈴木 啓太郎会員（大和高田市立病院） 

      山下 貴也 会員（市立奈良病院） 

      日時：2020年11月13日（金）18時00分〜20時00分 

      会場：Web開催 

      担当：微生物（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】今年度の微生物研究班サーベイ検討会はWeb開催となります。 

微生物サーベイに参加されたご施設の方は是非ご参加下さい。 

参加募集は先着50名になります。 

＊研修会は申し込み制になっております。下記URLから申し込み下さい。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/15495/apply    

【問い合わせ先】阿部教行（天理よろづ相談所病院）         （QRコード） 

 Tel  0743-63-5611 内線8665 

e-mail abepenem@tenriyorozu.jp 
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「2019年度日臨技および奈臨技サーベイ（心電図）解説会」〔専門-20〕 

 

      講師：森嶋 良一 会員（県立医科大学附属病院） 

      日時：2020年11月19日（木）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】延期となっておりました2019年度日臨技および奈臨技サーベイ（心電図）解説会 

を行います。近年、生理検査における精度保証が大きく取り上げられる中、心電 

図検査の品質管理の上で外部精度管理はとても重要な役割をしています。サーベ 

イの回答については施設ごとになりますが、本来生理検査においては臨床検査技 

師の一人ひとりの技量が検査室の品質管理へと繋がります。今回、心電図検査の 

日臨技サーベイ（８問）と奈臨技サーベイ（３問）について解説しますので担当 

されている方々は是非ともご参加お願いいたします。当日はお手元にサーベイの 

問題をご準備ください。この研修会は日臨技推進事業です。 

＊研修会は申込制となっております.下記URLでメールアドレスを入力し参加登録 

をしてください。参加募集は先着50名になります。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/15229/apply    

【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院）         （QRコード） 

 Tel   0744-22-3051 内線4220 

e-mail mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp 
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「奈臨技病理・細胞診サーベイ報告会」〔専門-20〕 

 講師：泉屋 直輝  会員 (奈良県総合医療センター） 

 橘 郁真 会員 (大和高田市立病院) 

 日時：2020年11月20日（金）18時00分〜19時00分 

 会場：Web開催 

 担当：病理、細胞診（生涯教育研修：専門－20） 

会費：無料（非会員：参加不可） 

 【要旨】2020年度奈臨技病理・細胞診サーベイ報告会を実施いたします。 

病理検査部門における精度管理は、日常業務のレベルの向上や知識習得を目的と 

して特殊染色サーベイを毎年行っております。今年度は線維性結合組織内の弾性 

繊維と膠原繊維を染め分け、さらに筋繊維との鑑別も可能であるエラスチカ・ワ 

ンギーソン染色を選択し、特殊染色サーベイを実施しました。細胞診部門では昨

年同様、フォトサーベイを10例出題しました。 

会員の皆様、ならびにサーベイ参加施設の皆様、多数のご参加をお待ちしており 

ます。参加募集は先着50名になります。 

※報告会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力

し参加登録を行なって ください。

https://v2.nex-pro.com/campaign/15963/apply

【問い合わせ先】泉屋 直輝（奈良県総合医療センター） 

QRコード
印刷版奈臨技ニュー
スのURLは誤りでし
た。申し訳ございま
せん。こちらのQR
コードをお使い願い
ます

 Tel   0742-46-6001 内線2521 

e-mail izumiyanaoki0702@gmail.com
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「奈良若草の会第1回オンライン企画∼若草の会の紹介と今後∼」〔基礎-20〕 

 

      講師：勝山 政彦 会員（大和高田市立病院） 

      阿部 教行 会員（天理よろづ相談所病院） 

      吉田 恭教 会員（済生会御所病院） 

      松村 陽介 会員（白庭病院） 

      森山 美奈子会員（市立奈良病院） 

      馬場 創汰 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2020年11月24日（火）18時30分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：その他（生涯教育研修：基礎－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】奈良若草の会は、「臨床検査技師をたのしむ！」、「よこつながりを増やす！」 

をコンセプトにした会長直属で結成された会です。 

奈臨技の組織強化と奈臨技会員の更なる活躍を目的とし、学術部門には属さず、 

横断的に広く会員の意見を集めます。 

今回は第1回企画として3つのテーマを挙げました。 

①若草の会のめざすところの紹介 

②若草の会に期待すること（アンケート方式） 

③施設紹介を通して奈良県の各施設をオンライン見学 

今回はzoomを利用したオンライン会議の形式で行います。 

若草の会について、また他施設の検査室について知る良い機会になると思いま 

す。是非ご参加下さい！ 

下記アドレスまでメールで申し込み下さい。アンケート用URLおよびzoom会議用 

URLを送らせて頂きます。 

【申し込み先】阿部教行（天理よろづ相談所病院 臨床検査部） 

E-mail abepenem@tenriyorozu.jp 

申し込み受付期間 11/1-11/20 

Tel   0743-63-5611 内線8665 

 

 

 

 

 



 

  

 （7） 

 

 

「超音波定期勉強会1「陰嚢部疾患の超音波検査」∼急性陰嚢症も含めて∼」〔専門-20〕 

 

      講師：吉岡 明治 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2020年12月2日（水）18時30分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：生体検査（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】急性陰嚢症では緊急手術を要する症例も存在します。超音波検査は低侵襲で簡便 

に実施できる点から診断の第一選択となる場合が多く、検査の役割は大きいです 

が陰嚢部の超音波検査の頻度は少なく、苦手意識が強いと思われます。 

今回、陰嚢部疾患における超音波像や観察すべきポイントについて解説して頂き 

ます。皆さまのご参加をお待ちしております。 

参加募集は先着50名になります。 

＊研修会は申し込み制になっております。下記URLから申し込み下さい 

https://v2.nex-pro.com/campaign/15654/apply        （QRコード） 

【問い合わせ先】植東 ゆみ（天理よろづ相談所病院） 

 Tel   0743-63-5611 内線7447 

e-mail uehigashi_2017@yahoo.co.jp 
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「奈臨技サーベイ検討会（臨床化学・免疫）」〔専門-20〕 

 

      講師：潮崎 裕也 会員（天理よろづ相談所病院） 

      余村 求  会員（天理よろづ相談所病院） 

      中本 聖次郎会員（天理よろづ相談所病院） 

      田村 早紀 会員（天理よろづ相談所病院） 

      岡本 朋子 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2020年12月4日（金）18時00分〜20時00分 

      会場：Web開催 

      担当：臨床化学（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】2020年奈臨技臨床化学・免疫サーベイ報告会を開催します。本年はＷｅｂ開催と 

なり、先着50名限定です。申し込みが50名を超えた場合は、後ほど公開されるラ 

イブラリをご確認ください。 

＊研修会は申込制となっております.下記URLでメールアドレスを入力し参加登録 

をしてください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/15281/apply        （QRコード） 

【問い合わせ先】潮崎 裕也（天理よろづ相談所病院） 

 Tel   0743-63-5611 内線7435 

e-mail siozaki19850809@yahoo.co.jp 

 

  

  会員・施設状況  （2020 年 10 月 1 日現在）  

［正会員数］      660名 

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

 [変 更]            2 名              [退 会]   0 名 

 

編集後記 

 朝晩、寒さを感じるようになってきました。研修会が開催されるようになり、奈臨技ニュースに掲載す

る内容が増え少し安心しています。まだ感染への注意は続きますが今後も広報活動を継続していきます。      

広報委員 K  

 

 

 


