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新 年 挨 拶 

奈良県臨床検査技師会 

会長 勝山 政彦 

 

 新年、あけましておめでとうございます。皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上

げます。平素は奈臨技活動に多大なるご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

昨年は新型コロナウイルス感染症で明け暮れた１年となりました。世界中が感染被害に見舞われ、経済

面でも大きな影響を受けました。一刻も早く終息し、幸せな日常生活が過ごせることを祈ります。 

さて、コロナ禍の下、PCR 検査が騒がれ臨床検査技師の認知度が上がったといわれていますが、法的に

も臨床検査技師が検体採取可能であることをご存知でない病院関係者もたくさんおられたのではないでし

ょうか。 今後は、医師の働き方改革に伴うタスクシフティングにより法改正が施行され、業務範囲が更に

拡大されます。法が改正された業務内容に関しても支援という感覚ではなく、法律で定められた業務とし

て自覚し医療に携わることが大切です。 

また、臨床検査を取り巻く環境の変化により教育制度も約 20 年ぶりに改正されます。臨地実習時間の増

加による実習内容の充実と臨地実習指導者の下での実習が義務付けられ、より実践的な教育体制になりま

す。 

医学の進歩に伴い臨床検査技師に求められる要求も高くなってきています。臨床検査技師としての勤務

内容は各施設・各職場で様々ですが、幅広く活動できる臨床検査技師が求められてきていることは否定で

きません。 

今年からタスクシフティングや教育制度の改正にあたり、講習会が多数開催されることになります。し

ばらくはＷｅｂ中心の活動が続くことになりますが、こういう時だからこそ、皆様の知恵とお力添えが必

要になります。 

技師会活動にご理解とご協力をお願いするとともに、皆様にとって いい年になりますよう心より祈念

致します。 

本年も、どうぞよろしくお願い致します。 
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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」〔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 
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「呼吸機能検査 基礎編」〔専門-20〕 

     

  講師：溝端 亮兵 会員（県立医科大学附属病院） 

      日時：2021年1月21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】テーマは、「VC」「FVC」が中心になります。その上で呼吸運動やガス交換の仕 

組みについても少し触れるような内容になります。今年度から呼吸機能検査に携 

わる方もいらっしゃると思いますので、基礎的なことを中心で行いたいと思いま 

す。ご参加される方は、奈臨技研修会申し込みページからお申し込みください。 

皆様のご参加お待ちしております。 

＊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/18229/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4221 

e-mail mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp 

 

「体腔液検査のポイント 〜血液検査技師に向けて〜」〔専門-20〕 

     

  講師：井本 真弓 会員（天理よろづ相談所病院） 

    龍見 重信 会員（県立医科大学附属病院） 

      日時：2021年1月27日（水）18時00分〜20時00分 

      会場：Web開催 

      担当：血液（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】髄液や腹水などの体腔液は、造血器腫瘍の浸潤がみられるため血液検査技師も検 

査することが求められます。しかし、あまり馴染みのない非血液腫瘍も多くみら 

れ、しばしば苦慮します。そこで今回、体腔液の測定法や細胞像の観察ポイント 

について解説していただきます。たくさんの方のご参加をお待ちしています。 

＊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/18708/apply   

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

 Tel   0743-63-5611 内線7437 

e-mail na.nagai@tenriyorozu.jp 
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「尿沈渣の極意part1〜基礎と血球類・細菌〜」〔専門-20〕 

 

      講師：中村 彰宏 会員（天理医療大学） 

      日時：2021年1月28日（木）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】今年度もWeb研修会という形ですが、尿一般検査部門の尿沈渣の基礎定期研修会 

を開催させていただくことになりました。 

この臨床一般検査研修会は基礎から応用までの幅広い知識や技術を習得するこ 

と、また現場へ持ち帰り日常の検査にすぐに活かせる事を目的としております。 

一般検査は多岐にわたる検査が行われており情報量の多い臨床検査のスクリーニ 

ング的な役割を担っていると言っても過言ではありません。 

その第１回目として、尿沈渣検査の基礎と血球類・細菌の内容で開催いたしま 

す。 

今年度から配属になられた新人さんからベテランの方、または興味のある方まで 

多くの方の参加をお待ちしております。 

事前参加登録をお忘れないようにお願い致します。 

＊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/17546/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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「心電図の基本項目」〔専門-20〕 

 

      講師：三輪 佳子 会員（県立医科大学附属病院） 

      日時：2021年2月1日（月）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】今回のテ－マは「心電図の基本項目」です。 

安静時12誘導心電図を記録し、その心電図の判読をする際に正確な計測が行われ 

ていないと、所見を誤ってしまいます。いまいちど基本に立ち返り、計測方法や 

基準範囲、基準範囲から外れた場合のお話しをしたいと思います。皆様のご参加 

をお待ちしております。 

＊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/18223/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4221 

e-mail mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp 

 

「尿沈渣検査の極意part2〜上皮細胞類(良性・異型)〜」〔専門-20〕 

 

      講師：北川 大輔 会員（奈良県総合医療センター） 

      日時：2021年2月4日（木）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】一般検査部門の定期研修会、第2回目は尿沈渣の上皮細胞類の内容で開催いたし 

ます。良性細胞から異型細胞まで尿沈渣検査に出現しうる上皮細胞を解説いたし 

ます。多くの方の参加をお待ちしております。事前参加登録をお忘れないように 

お願い致します。 

＊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/17553/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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「CBCと凝固検査のデータの見方とピットホール」〔専門-20〕 

 

      講師：米子 佳希 会員（シスメックス株式会社） 

      高田 旬生 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年2月5日（金）18時00分〜20時00分 

      会場：Web開催 

      担当：血液（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】CBCおよび凝固検査にて得られるデータの解釈の仕方と、それに影響を及ぼす要因 

（ピットホール）について解説して頂きます。多数のご参加をお待ちしています。 

＊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/18911/apply 

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

 Tel  0743-63-5611 内線7437 

e-mail na.nagai@tenriyorozu.jp 

 

 

「超音波定期勉強会3 日臨技&奈臨技サーベイ検討会（心臓領域）」〔専門-20〕 

 

      講師：松谷 勇人 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年2月9日（火）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】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。 

今回は心臓領域で、日臨技サーベイ（問9〜11）と奈臨技サーベイ（設問7）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。会員の 

みなさま多数のご参加をお待ちしております。 

＊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/18636/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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「新型コロナウイルス vs 臨床検査技師 

 〜パンデミックから一年後の検査体制〜」〔専門-20〕 

 

      講師：李  相太 会員（県立医科大学附属病院） 

      北川 大輔 会員（奈良県総合医療センター） 

      福田 砂織 会員（天理よろづ相談所病院） 

      上地 幸平 先生（琉球大学病院） 

      原  祐樹 先生（名古屋第二赤十字病院） 

      大沼 健一郎先生（神戸大学医学部附属病院） 

      日時：2021年2月10日（水）17時30分〜20時00分 

      会場：Web開催 

      担当：遺伝子、染色体（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：無料（非会員：参加不可） 

    【要旨】新型コロナウイルスのパンデミックの発生から1年が経過し，その対応は臨床検 

査業務の一部となりました．奈良県下においても，検査の新規導入のみならず， 

検体の取り扱いや患者への対応も変化しました． 

今回は，SARS-CoV-2遺伝子検査を行なっている施設において，検査体制がどう構 

築されていったのかを，奈良県の感染症指定医療機関と一般病院，そして他県の 

施設の実情とともに報告いたします． 

より良い検査体制を構築するためのヒントがここにある！ 

＊この研修会は日臨技推進事業です。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/17105/apply 

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

 Tel  0744-22-3051 内線1231 

e-mail leeleelee@naramed-u.ac.jp 
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「2020年度日臨技および奈臨技サーベイ（神経生理）解説会」〔専門-20〕 

 

      講師：高谷 恒範 会員（県立医科大学附属病院） 

      小林 昌弘 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年2月12日（金）18時00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（神経生理）解説会を実施いたします。 

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 

床検査技師の技量が検査室の品質管理へと繋がります。今回、神経生理検査の日 

臨技サーベイと奈臨技サーベイについて解説致しますので担当されている方々は 

是非ともご参加ください。 

＊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/18958/apply 

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

 Tel  0744-22-3051 内線4240 

e-mail takatani@naramed-u.ac.jp 

 

 

  

  会員・施設状況  （2020 年 12 月 1 日現在）  

［正会員数］      662名 

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

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

 

編集後記 

 明けましておめでとうございます。コロナ禍の状況で例年とは違った年末年始を迎えました。 

奈臨技活動においてはオンライン中心の活動となりつつあります。今後も情報発信に努めてまいります。

本年も技師会活動にご協力頂きますようよろしくお願いします。                 

広報委員 K  

 

 


