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奈良若草の会第 1 回オンライン企画を開催して

天理よろづ相談所病院 阿部教行
2020 年 11 月 24 日、奈良若草の会第 1 回オンライン企画が無事終了し、本当にほっとしました。
思えば 2018 年の奈良学会で「奈臨技の活性化を目的としたアンケート」を実施し、学術活動に関する疑
問やコミュニケーションについて意識調査を行ったのが始まりでした。翌年の奈良学会でアンケート結果
を発表する場を頂き、世代や立場によって奈臨技の技師会活動に対する意識が違うのではという結果を発
表しました。この結果を踏まえ勝山会長より、若手の意思・行動力を無駄にすることなく、また意欲を潰
すことなく活動することが重要であるとの言葉を頂き、奈臨技の組織強化と奈臨技会員の更なる活躍を目
的として会長直属で結成されたのが「奈良若草の会」です。その後世話人に手を挙げて下さった 4 名の会
員さん、勝山会長と私の 6 人で奈良若草の会はスタートしました。
第 1 回の勉強会は 2020 年 3 月に企画をしておりましたが、コロナ禍第一波の真只中で対面の勉強会が
軒並み中止になり、本勉強会もやむなく中止となりました。そこから暫くして、奈臨技の学術活動でもオ
ンラインの勉強会が企画され始め、若草の会もオンラインで実施してはどうかとなり、今回の企画に繋が
りました。
6 人で顔合わせができたのは 2019 年 11 月が最初で最後であり、その後は zoom や LINE で連絡を取り合
い、第 1 回企画まで顔合わせすることなく行ってきました。しかし滞りなく開催できたのは世話人の吉田
さん、松村さん、森山さん、馬場さんの熱意があってこそです。コロナ禍で大変忙しかったにも拘わらず、
病院紹介の動画や資料を作成して頂きました。また当日はたくさんの方に参加して頂き、本当にありがと
うございました。実際オンラインでの企画を行ってみて、オンライン独特の雰囲気の中での司会進行や誰
に話を振っていくかなど、場が止まらないように進めて行くのはとても難しく冷や汗ものでした。企画が
終了したときは、
「終わった～」という感じで、学術の勉強会と違う安堵感がありました。オンライン環境
を整えて下さった IT 委員会の大林さんと馬場さんと 3 人でお疲れ様でしたと声をかけ合ったのが印象的
でした。
今回の経験を通して、学術活動とは異なる臨床検査技師の土台に関わる勉強ができました。例えば奈臨
技のニューリーダー育成講習会に世話人として参加させてもらったり、日臨技の横地副会長とお会いして、
他府県でも同様の活動がある事を教えて頂いたりしました。これからも奈良若草の会が続き、本会のコン
セプトである会員の横のつながりや臨床検査技師を楽しむことが充実していけばと思います。
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＜

生涯教育研修会のお知らせ

＞

「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。
＊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）
Tel

（QRコード）

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。
＊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）
Tel

0742-46-6001 内線2526

e-mail d.kitagawa.med@gmail.com

（QRコード）
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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）
Tel

（QRコード）

0743-63-5611 内線7437

e-mail na.nagai@tenriyorozu.jp

「超音波定期勉強会3

講師：松谷

日臨技&奈臨技サーベイ検討会（心臓領域）」〔専門-20〕

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〜18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）
Tel

0743-63-5611 内線7447

e-mail uehigashi_2017@yahoo.co.jp

（QRコード）
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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。
＊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）
Tel

（QRコード）

0744-22-3051 内線1231

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

会員・施設状況
［正会員数］

（2021 年 1 月 1 日現在）
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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）
Tel

（QRコード）

0744-22-3051 内線4240

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

「2020年度日臨技・奈臨技サーベイ解説会(呼吸機能)」〔専門-20〕

講師：川邊

晴樹 会員（天理よろづ相談所病院）

日時：2021年2月17日（水）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・奈臨技サーベイ（呼吸機能）の解説会 です。一つ一つ問題を
確認しながら解答のポイントをおさらいしたいと思います。当日はサーベイの問
題をご準備ください。皆さま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/19691/apply
【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院）
Tel

0744-22-3051 内線4221

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

（QRコード）
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「尿沈渣検査の極意part3〜円柱・結晶類〜」〔専門-20〕

講師：飯尾
尾崎

洋紀 会員（奈良県総合医療センター）
里美 会員（奈良市総合医療検査センター）

日時：2021年2月18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3回目は尿沈渣の円柱・結晶類の内容で開催いた
します。日頃の尿検査で目にする円柱と結晶について鑑別法や臨床的意義につい
て解説致します。多くの方の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/19726/apply
【問い合わせ先】北川 大輔（奈良県総合医療センター）
Tel

（QRコード）

0742-46-6001 内線2526

e-mail d.kitagawa.med@gmail.com

「髄液検査の極意〜検査法・髄膜炎〜」〔専門-20〕

講師：片岡
中村

美香 会員（奈良県立医科大学附属病院）
彰宏 会員（天理医療大学）

日時：2021年2月24日（水）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】髄液検査は髄膜炎診断において、検査結果が診断や治療に大きく影響する重要な
検査です。その一方で、依頼数が少なくあまり慣れないスタッフも多いかと思わ
れます。本研修会では髄液検査の細胞数算定から自動機器測定における信頼性、
また髄膜炎におけるアプローチの仕方などをわかりやすく解説します。
＊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/19889/apply
【問い合わせ先】北川 大輔（奈良県総合医療センター）
Tel

0742-46-6001 内線2526

e-mail d.kitagawa.med@gmail.com

（QRコード）
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「心電図と冠動脈造影」〔専門-20〕

講師：坂井

優 会員（天理よろづ相談所病院）

日時：2021年2月26日（金）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】日常業務において急性冠症候群や狭心症などの心電図にはしばしば遭遇します
が、冠動脈造影まで確認する機会はあまりないという方もおられることかと思い
ます。今回の勉強会では急性冠症候群などの心電図を冠動脈造影所見と合わせて
解説します。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/19694/apply
【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院）
Tel

（QRコード）

0744-22-3051 内線4221

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

「落とし穴にはまらないための異常データの取り扱いかた」〔専門-20〕

講師：三好

雅士 先生（徳島大学病院 医療技術部

臨床検査技術部門 主任）

日時：2021年3月13日（土）14時00分〜15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
【要旨】３月認定臨床検査・免疫化学精度保証管理臨床検査技師 更新指定研修会です。
参加は奈良臨床検査技師会ウェビナー・マイページより登録していただき、参加
証の発行は、講演中に提示するパスワードを連絡先E-メールへ送付していただい
たことを確認したのち発行いたします。
＊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/18805/apply
【問い合わせ先】松村充子（天理よろづ相談所病院）
Tel

0743-63-5611 内線7435

e-mail mitsukoyokiyoki@gmail.com

（QRコード）

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！〜令和を生き抜く臨床検査技師〜

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
【若草の会：活動報告】
世話人代表 吉田恭教 会員（済生会御所病院）
2) 教育セッション
【令和を生き抜くため、今私が頑張っていること】
臨床化学

中本聖次郎 会員 （天理よろづ相談所病院）

血液

藤岡 梨香 会員 （市立奈良病院)

生体

四元くるみ 会員 （高井病院）

3) 特別講演
【even-check 法の活用で、検査データの品質管理はどのように変わるのか】
講師

畑中

徳子 先生

（天理医療大学）

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：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
学生：無料
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

