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第 37 回奈良県医学検査学会のご案内 

 

1. 名 称   第 37 回奈良県医学検査学会 

2. テーマ   Toward the development of the 奈臨技！（仮） 

3. 期 日   2021 年 5 月 30 日（日）9:00 より 

4. 会 場   未定（web 開催予定） 

5. 主 催   一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 

6. 学会長   大和高田市立病院 勝山 政彦 

(一般社団法人 奈良県臨床検査技師会会長) 

7. 担 当   奈良県臨床検査技師会検査研究部門運営委員会 

8. 実行委員長 天理よろづ相談所病院 永井 直治 

(奈良県臨床検査技師会検査研究部門運営委員会委員長)  

9. 特別企画  1) ランチョンセミナー 

2) 教育セッション 

10. 一般演題公募 

           演題受付期間：2021 年 1 月 4 日（月）〜 2 月 28 日（日） 

抄録受付期間：2021 年 1 月 4 日（月）〜 3月 28 日（日） 

申し込み方法：日臨技総合情報管理システム（JAMTIS）からご入力ください。 

なお、演題は先着 10 題とし、これを超えた場合の採否は委員会の判断とさせていただきます。 

発表時間：発表 6分、質疑応答 3分 なお、優秀演題には会長賞および学術奨励賞が授与され

機関誌『まほろば』に論文掲載されます。多数ご応募ください。   

11. 参加費  会員・賛助会員・学生：無料 

非会員（奈臨技会員でない方、日臨技会員のみの方）：参加不可 

12. 問い合わせ先 

            第 37 回奈良県医学検査学会 事務局 森嶋 良一 

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 

TEL: 0744-22-3051（内線 4221） 

E-mail: morisima@naramed-u.ac.jp 

＊今後のコロナ感染状況の推移により内容を変更する場合があります。 
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＜ 生涯教育研修会のお知らせ ＞ 

 

 

「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 
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「令和2年度奈臨技輸血部門サーベイ検討会」〔専門-20〕 

 

      講師：中島 久晴 会員（奈良県立総合医療センター） 

      南 睦 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2020年12月15日（火）18時00分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：輸血（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】今年度の輸血部門サーベイ検討会はWeb開催となります。 

輸血分野のサーベイに参加されたご施設の方は是非ご参加下さい。 

サーベイの内容に関して、中島会員より解説頂きます。また、サーベイでも実施 

している抗体価測定のポイントなどについて、南会員より解説頂きます。 

＊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/17038/apply 

【問い合わせ先】大前 和人（奈良県立医科大学附属病院 輸血部）    （QRコード） 

 Tel  0744-22-3051 内線4240 

e-mail naringiyuketsu@gmail.com 
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「2020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：白土 美佳 会員（県立医科大学附属病院） 

      日時：2020年12月17日（木）18時00分〜19時00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】今年度（2020年度）の日臨技および奈臨技サーベイ（心電図）の解説会を行いま 

す。信頼できる検査結果を提供するには、施設の正確さを確認する外部精度管理 

は不可欠です。今回出題された設問の解釈について、各施設・技師各個人の理解 

度をさらに深めることを目的とします。今回は心電図検査の日臨技サーベイ（８ 

問）と奈臨技サーベイ（４問）について解説します。 

この研修会は日臨技推進事業です。 

※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/16973/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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「奈臨技一般検査分野サーベイ検討会」〔専門-20〕 

 

      講師：飯尾 洋紀 会員（奈良県総合医療センター） 

      川 健司 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2020年12月18日（金）18時00分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：一般（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】今年度の奈臨技一般検査分野サーベイ検討会はWeb開催となります。 

一般検査サーベイに参加されたご施設の方は是非ご参加下さい。 

※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/16690/apply 

【問い合わせ先】北川 大輔（奈良県総合医療センター）         （QRコード） 

 Tel  0742-46-6001 内線2526 

e-mail d.kitagawa.med@gmail.com 
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「超音波定期勉強会2「日臨技&奈臨技サーベイ検討会（心臓領域を除く） 

+腹部症例提示」」〔専門-20〕 

 

      講師：馬場 創汰 会員（天理よろづ相談所病院） 

      川 明希 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年1月14日（木）18時30分〜19時30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】2020年度日臨技および奈臨技サーベイ（超音波）の検討会を行います。今回は心 

臓領域を除く、日臨技サーベイ（問12〜18）と奈臨技サーベイ（設問8、9）につ 

いての解説を行います。当日はお手元にサーベイの問題をご準備下さい。 

また、腹部領域の症例提示を1例させて頂きます。 

＊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/17095/apply    

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

 Tel   0743-63-5611 内線7447 

e-mail uehigashi_2017@yahoo.co.jp 
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「梅毒の最近の傾向と診断解説会」〔専門-20〕 

 

      講師：土筆 智晶 先生（北里大学病院 臨床検査部 主任） 

      日時：2021年1月15日（金）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：免疫血清（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】梅毒感染者数は2010年から急激に増加しております。その診断には血清学的検査 

法が用いられますが、近年、RPRは自動化法へ変遷しかつTP抗体はラテックス試 

薬を利用される施設が増加しております。そこで、最近の梅毒の傾向から診断方 

法を詳しく解説していただき、臨床とうまくコミニケーションが取れるよう基礎 

知識を習得していただけるようにと企画いたしました。皆様のご参加をお待ち申 

し上げております。 

※研修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/16721/apply    

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

 Tel   0743-63-5611 内線7435 

e-mail mitsuko@tenriyorozu.jp 

 

 

  

  会員・施設状況  （2020 年 11 月 1 日現在）  

［正会員数］      661名 

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

 [変 更]            3 名              [退 会]   0 名 

 

編集後記 

 季節が進み、秋の深まりを感じるようになりました。新型コロナウイルス感染者数が増加傾向にあり

ます。これから年末年始、冬本番に向けて健康管理を心がけていきたいと思います。                

広報委員 K  

 

 


