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第 37 回奈良県医学検査学会を終えて

奈良県臨床検査技師会 検査研究部門運営委員会 委員長
永井 直治
先日、第 37 回奈良県医学検査学会を WEB 開催という特殊な状況ではありましたが、多くの方々のご協
力のおかげをもちまして無事終えることができました。
今回のテーマは「Toward the development of the 奈臨技！

〜令和を生き抜く臨床検査技師〜」とさ

せていただきました。
“令和”という新しい時代の幕開けと臨床検査技師の将来構想を意識した内容で特別
講演、教育セッション、ランチョンセミナーを企画してまいりました。特に教育セッションは、3 名の若
い先生のご講演をいただき、臨床検査技師の取り巻く環境が大きく変わりつつある中で、奈臨技が活性化
し発展するきっかけとなりました。ただ、今まで奈臨技を支えてこられたベテランの方々との意見交換の
場になればと考えていたのですが、WEB 配信という限られた環境下でしたので、若草の会で再度取りあげ
ていただければ幸いです。特別講演の中で、畑中先生が研究の進め方、大切さを取りあげておられました
が、ベテランの方々の今までの経験は奈臨技の大きな財産であると考えています。これを無駄にせず、新
時代を担う臨床検査技師へつなげていきましょう。
最後に一般演題として大変興味深い演題をエントリーしていただきました 6 名の演者の先生方に深謝申
し上げます。視聴者の方々も活発な討論にご協力いただきありがとうございました。

第 37 回奈良県医学検査学会受賞者

第 37 回奈良県医学検査学会一般演題の会長賞・学術奨励賞について検査研究部門で審議した結果、以下
の２名に決定しました。おめでとうございます。
会長賞
当院検査部における極異常値速報の運用と臨床側の対応調査
公益財団法人天理よろづ相談所病院

臨床検査部

新家 徹也

学術奨励賞
ALP 測定試薬における JSCC 法と IFCC 法の関係性および乖離症例の調査
公益財団法人天理よろづ相談所病院

臨床検査部

田村 早紀
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2021 年度 日臨技近畿支部

病理細胞診研修会

開催案内 ※事前登録制※
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主催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 近畿支部
実務担当技師会：（公社）滋賀県臨床検査技師会

会員の皆さまにおかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、日臨技近畿支部学術部病理細胞部門では、
「動画で学ぶ病理関連技術

～病理技師 YouTuber

集

結！！～」をテーマに、下記の要領にて研修会を開催いたします。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Web 研修会として開催いたします。参加には事前登録が
必要となりますので、下記の内容をご確認いただき、ご多忙とは存じますが是非ご参加賜りますようご案内申
し上げます。
記
【テーマ】 「動画で学ぶ病理関連技術

～病理技師

YouTuber

集結！！～」

【日 時】 2021 年 9 月 11 日（土）13：00 ～ 17：00
【会 場】 Web 開催（オンライン開催）
【受講料】 1,000 円（振り込み手数料は受講者負担）
【対 象】 日臨技会員
【定 員】 200 名
【プログラム】
13:00～13:05 開会の辞
13:05～13:35

講演 1『術中迅速病理組織標本作製

－当院の工夫－』

日本赤十字社和歌山医療センター 病理課
13:35～14:05

亜衣子 技師

講演 2『当院における ROSE の現状 －検体処理から結果報告まで－』
天理よろづ相談所病院 臨床検査部

14:05～14:35

真谷

講演 3『固定

高橋 明徳

技師

～内視鏡検体についての工夫～』

公立丹南病院 臨床検査室

舘田 寛 技師

14:35～14:45 ＊＊＊ 休 憩 ＊＊＊
14:45～15:15

講演 4『内視鏡生検と ESD 検体への対応
岸和田徳洲会病院 臨床検査科

15:15～15:45

－効率と質を追求して－』
大仲 知子 技師

講演 5『当院における包埋 ～薄切の手技・工夫～』
神戸大学医学部附属病院 病理部

古澤 哲嗣 技師

15:45～15:55 ＊＊＊ 休 憩 ＊＊＊
15:55～16:25

講演 6『DNA や RNA 抽出方法、NGS の実際』
京都大学医学部附属病院 病理診断科

原 正幸

技師
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16:25～16:55

講演 7『遺伝子検査

～オンコマイン Dx Target Test ～』

株式会社エスアールエル

渕岡 美佐 技師

16:55～17:00 閉会の辞
【配信環境】ZOOM（https://zoom.us/jp-jp/meetings.html）
PC、スマートフォンをご用意の上、通信環境の良い場所でご参加ください。
ビデオ、マイクはオフにして下さい。
質問は、Q&A で受け付けます。
【事前申し込み期間】2021 年 7 月 1 日（木）～ 7 月 30 日（金）
【事前申し込み方法】日臨技 HP・会員専用ページよりお申し込みください。
※受講料の振り込みは、2021 年 8 月 20 日（金）までにお願いします。振り込み確認をもって参加登
録完了となりますのでご注意ください。
※2021 年 9 月 1 日（月）に ZOOM ウェビナーの URL をお送りしますので、ウェビナーの事前登録を行
ってください。その際は、必ずお名前・日臨技会員番号を入力してください。
※万一、ZOOM ウェビナーの URL が届かない場合は、問い合わせ先まで連絡をお願いします。
【ご注意】研修会内容において、動画の保存や撮影等による無断使用・無断転載等の二次利用を
固くお断りします。なお、本研修会の参加登録完了をもって無断使用・無断転載等の二次利用をしな
いことを誓約したといたしますので、ご了承下さい。
【振込先】[銀行名] 滋賀銀行
[種 目] 普通

[支店名] 八幡駅前支店
[口座番号] 238796

[口座名義] 公益社団法人 滋賀県臨床検査技師会 総務部
※振り込みの際には、必ず会員番号と名前を入力してください。
（例：501234 ｷﾝｷﾋﾞﾜｺ）
※振込手数料は各自でご負担ください。
※振り込み頂いた受講料は、返金いたしませんのでご了承ください。
【評価点】日臨技生涯教育点数 専門教科 20 点
認定病理検査技師クレジット、細胞検査士クレジット申請予定
※認定病理検査技師クレジットの参加証発行はありません。日臨技会員ページより参加状況をご確認
ください。
※細胞検査士クレジット参加証は、研修会後に PDF ファイルで配布予定です。
※課題レポート提出時に、認定病理検査技師・細胞検査士資格の有無を記載してください。
【認定単位付与について】研修会終了後 2 週間以内に課題レポート(後日配布）を提出してください。
※一定の参加時間と課題レポートの提出をもって参加の判断をさせていただきます。
問い合わせ先
彦根市立病院 臨床検査科 豊川 純史
〒522-8539 滋賀県彦根市八坂町 1882
Tel：0749-22-6050（内線 2701）
Email：byouri@municipal-hp.hikone.shiga.jp
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令和 3 年度 日臨技近畿支部微生物部門秋季研修会

開催案内
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主

催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

実務担当技師会：一般社団法人 奈良県臨床検査技師会

【テーマ】AST で使える！活かせる！微生物検査のスキルと知識
【日 時】令和 3 年 10 月 2 日（土）
【定 員】Web 参加：80 名
【受講料】Web 参加 日臨技会員 3,000 円、非会員 5,000 円

【日 程】
10：00～10：10 オリエンテーション
10：10～10：30 講義 1：AS（Antimicrobial stewardship）に必要な DS (Diagnostic stewardship)
講師：久田 恭子

福井大学医学部附属病院 検査部

10：30～11：00 講義 2：AS に活かせる塗抹検査
講師：竹川 啓史

神戸市立西神戸医療センター 臨床検査技術部

11：00～11：30 講義 3：AS に活かせる同定検査
講師：大瀧 博文

関西医療大学 保健医療学部 臨床検査学科

11：30～12：00 講義 4：AS に活かせる薬剤感受性検査
講師：近澤 秀己
( 休憩

近江八幡市立総合医療センター 臨床検査科

)

13：00～13：30 講義 5：動画で紹介！AS 活動における微生物検査の実際～天理よろづ相談所病院～
講師：阿部 教行

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

13：30～14：30 グループワーク：AST における微生物検査と抗菌薬の選択(症例検討)
( 休憩

)

14：45～15：15 グループワーク：症例検討結果の発表
15：15～15：45 グループワーク：症例の解説
(

休憩

)

16：00～17：00 特別講演：医師が求める「AST に活用できる臨床微生物検査」
（仮）
講師：米本 仁史
17：00～

閉講式

大和高田市立病院 感染症内科
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【研修会内容】
AST（抗菌薬適正使用支援チーム）は、臨床検査技師がチーム医療の一員として取り組むべき重要な業務の
一つであります。その中で他職種からのニーズに応えるには、臨床微生物検査における幅広い知識と技術の習
得が必要となります。本研修会では AST の一員として活躍できる臨床微生物検査技師に必要な基礎知識、活
動内容、コミュニケーション方法などを学べる場としたいと考えております。今研修会では新型コロナ流行に
伴い、Zoom アプリを用いた WEB 配信型の研修会とします。Web 上ですがグループワークによる症例検討会
も実施し、技師として AST に活用できる知識を学べる場としたいと考えております。

【申込み方法】
日臨技会員の方は、HP より申し込みしてください。(8 月 1 日より WEB 申し込みの受付予定)
非会員の方は下記事務局宛に E.mail(携帯アドレスは不可)にて、件名に “令和 3 年度日臨技近畿支部微生物
部門秋季研修会 WEB 参加申し込み”と記載し、施設、氏名(ふりがな)、微生物検査経験年数、電話番号を送
信してください。お申し込み後、4 日以内に事務局からの返信がない場合には、電話にてお問い合わせくださ
い。

【申し込み期間】
受付開始は、令和 3 年 8 月 1 日（日）～9 月 17 日（金）です。締め切り日前でも定員になり次第受付終了
と変更させていただく事がありますので、予めご了承下さい。

【研修会事務局】
〒632-8552 奈良県天理市三島町 200 番地
天理よろず相談所病院 臨床検査部

担当者：阿部 教行
TEL：0743-63-5611
E-mail：abepenem@tenriyorozu.jp
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＜

生涯教育研修会のお知らせ

＞

「赤血球型検査ガイドラインに基づいた 不規則抗体同定検査の進め方
～予期せぬ反応への対処方法を考える～」〔専門-20〕

講師：大前

和人 会員（奈良県立医科大学附属病院）

日時：2021年7月9日（金）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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】奈臨技輸血部門2021年度第1回目の定期研修会は、”赤血球型検査ガイドライン
に基づいた 不規則抗体同定検査の進め方 ～予期せぬ反応への対処方法を考え
る～”と題し、ガイドラインの考え方に沿って、不規則抗体スクリーニング陽性
から同定検査の手順をわかりやすく説明します。また、実際の症例を例に、予期
せぬ反応への検査の進め方や考え方についても講演致します。講師は、奈良県立
医科大学附属病院

輸血部の大前が担当します。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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/27054/apply
【問い合わせ先】大前 和人（奈良県立医科大学附属病院）
Tel 0744-22-3051
e-mail naringiyuketsu@gmail.com

（QRコード）
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「 Basic Cytology（泌尿器）」〔専門-20〕

講師：小林

史孝 会員（市立奈良病院）

日時：2021年7月10日（土）10時00分〜12時00分
会場：Web開催
担当：細胞（生涯教育研修：専門－20）
会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】今回の内容は細胞検査士認定試験の一次試験対策を中心としたものとなっておりますの
でご了承ください。第7回目は泌尿器です。
※参加希望の方はネクプロへの参加登録に加え下記連絡先まで参加連絡をお願いいたします。
※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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/27069/apply
【問い合わせ先】橘 郁真（大和高田市立病院）
Tel

（QRコード）

0745-53-2901 内線5288

e-mail cerezo.0225.thank@gmail.com

「尿沈渣分析装置 UFシリーズの基本的な考え方
～鏡検率と運用について～ 」〔専門-20〕
講師：水野 雅仁 先生（シスメックス株式会社）
日時：2021年7月14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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】シスメックス株式会社のUF-5000の測定原理からスキャッタグラムの見方、ピッ
トフォールについて解説していただき、分析装置と組み合わせた尿沈渣検査の運
用や鏡検率の考え方について説明していただきます。
※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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/26906/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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「呼吸機能検査

講師：小林

基礎編」〔専門-20〕

彩乃 会員（天理よろづ相談所病院）

日時：2021年7月15日（木）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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】今回は、基礎編としてVC・FVCの講義を行います。呼吸機能検査できれいな波形
を得るために検査者側で工夫できることや、波形を選択するうえでチェックする
ポイントなどについてお話ししようと思っています。今年から呼吸機能検査をは
じめられた方もぜひご参加ください。お待ちしております。
※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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/26843/apply
【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学付属病院）
Tel

0744-22-3051 内線4221

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

（QRコード）

（9）

「日本国内におけるTSH値ハーモナイゼーションについて」〔専門-20〕

講師：中山

承 先生（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）

日時：2021年7月16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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】甲状腺機能検査は甲状腺疾患の診断・治療において必要不可欠であるにも関わら
ず、製造メーカー間で測定値にばらつきを生じることが問題視されてきました。
そこで日本臨床検査医学会における標準化委員会は、甲状腺刺激ホルモン(TSH)
値のハーモナイゼーションを目的として、国際臨床化学連合における甲状腺機能
検査標準化委員会より報告された補正方法を適用することを決定いたしました。
今回は甲状腺機能検査の意義と併せて、このTSH値のハーモナイゼーションの概
要について、標準化との違いを皆様にお伝えできるよう研修会を企画いたしました。
※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/24892/appl
【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 mitsuko@tenriyorozu.jp

（QRコード）

（10）

「超音波定期勉強会1”心臓超音波検査のきれいな画像記録のコツと
再現性の高い計測のポイント”」〔専門-20〕

講師：松谷

勇人（天理よろづ相談所病院）

日時：2021年7月21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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】心臓超音波検査では、多くの断層画像やドプラ画像から様々な項目を計測し、レ
ポートに数値を記載しています。信頼性の高い検査結果を報告するためには、き
れいな断層画像と、きれいなドプラ画像の描出が不可欠となります。今回は、私
が日ごろから心がけているクオリティーの高い画像描出のちょっとしたコツと、
再現性の高い計測値を導き出すためのポイントをお話ししたいと思います。是非
とも多くの方のご参加をお待ちしております。※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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/27066/apply
【問い合わせ先】馬場 創汰（天理よろづ相談所病院）
Tel

0743-63-5611 内線7447

e-mail cbfc_souta30@yahoo.co.jp

（QRコード）

（11）

「 Basic Cytology（乳腺）」〔専門-20〕

講師：泉屋

直輝 会員（奈良県総合医療センター）

日時：2021年7月24日（土）10時00分〜12時00分
会場：Web開催
担当：細胞（生涯教育研修：専門－20）
会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】今回のBasic Cytologyの内容は細胞検査士認定試験の一次試験対策を
中心としたものとなっておりますのでご了承ください。第8回目は乳腺です。
※参加希望の方はネクプロへの参加登録に加え下記連絡先まで参加連絡をお願いいたします。
※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/27070/apply
【問い合わせ先】橘 郁真（大和高田市立病院）
Tel

（QRコード）

0745-53-2901 内線5288

e-mail cerezo.0225.thank@gmail.com

「 最新版CLSI変更点について」〔専門-20〕

講師：小野

宏樹 先生（栄研化学株式会社）

日時：2021年7月28日（水）18時00分〜19時00分
会場：Web開催
担当：微生物（生涯教育研修：専門－20）
会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】最新版のCLSI M100-S31における情報や変更点を中心に、栄研化学の小野宏樹氏
に講演頂きます。日々のルーチン業務に役立つ情報満載ですので、是非ご参加く
ださい！
※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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/27102/apply
【問い合わせ先】阿部 教行（天理よろづ相談所病院）
Tel

0743-63-5611 内線8665

e-mail abepenem@tenriyorozu.jp

（QRコード）

（12）

「実技講習会

講師：坂井
竹原

( 心電図検査 )」〔専門-20〕

優 会員（天理よろづ相談所病院）
真帆 会員（天理よろづ相談所病院）

日時：2021年7月29日（木）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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】今回はオンラインでの開催となりますので、実技的な要素は検査の基本的な進め
方やトラブルシューティングなどの要点を紹介させていただきます。
※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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/26941/apply
【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学付属病院）
Tel

（QRコード）

0744-22-3051 内線4221

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

「明日から役立つ 血液型検査の基礎！！ 問題解決まで！ )」〔専門-20〕

講師：松本

克也 会員（市立奈良病院）

日時：2021年7月30日（金）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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】奈臨技輸血部門2021年度第2回目の定期研修会は、”明日から役立つ 血液型検査
の基礎！！ 問題解決まで！”と題し、血液型検査の基礎から予期せぬ反応時の
問題解決法についてご講演いただきます。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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/27055/apply
【問い合わせ先】大前 和人（県立医科大学付属病院）
Tel 0744-22-3051
e-mail naringiyuketsu@gmail.com

（QRコード）

（13）

「 肝炎医療コーディネーター養成講座受講に向けてのスキルアップ研修会」〔専門-20〕

講師：吉治

仁志 先生（奈良県立医科大学

赤羽

たけみ

藤原

宗典 会員（平成記念病院）

消化器内科学講座（消化器・代謝内科）教授）

先生（奈良県立医科大学

消化器内科学講座（消化器・代謝内科）准教授）

日時：2021年7月31日（土）14時00分〜16時00分
会場：奈良県立医科大学 臨床研修センター1F（予定）・Web開催
担当：臨床化学（生涯教育研修：専門－20）
会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】肝炎の予防や早期発見、最新の治療等について、正しい知識を学ぶことで、未受
診者を受検から適切な治療につなぐことができる人材が求められている中、臨床
検査技師は、肝炎医療コーディネーターとして活躍できると思われます。
肝炎医療コーディネーター養成研修を受講され、コーディネーターとして活躍されて
いる方はもちろん、これから肝炎医療コーディネーターの資格取得を目指している方、
肝炎、肝疾患に興味のある方、ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしています。
https://v2.nex-pro.com/campaign/25694/apply
【問い合わせ先】頃橋 信慶（奈良県立医科大学附属病院）
Tel

0744-22-3051 内線1225

e-mail korohashi@naramed-u.ac.jpp

（QRコード）

（14）

「超音波定期勉強会2「腹部領域超音波検査
～意識して見るためのコツ～」」〔専門-20〕

講師：西岡

正彦 会員（葛城メディカルセンター）

日時：2021年8月7日（土）14時00分〜15時00分
会場：Web開催
担当：生理（生涯教育研修：専門－20）
会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】日臨技推進事業登録済みです。
私たちは日々の超音波検査をするうえで、限られた時間で一通りの検査をしてい
ます。しかし効率よく、質が担保された検査を進めるかにおいては個人の力量が
大きく関わっているとされています。そこで今回、日常の超音波検査の質をさら
に上げるために、意識して見るためのコツをライブデモを交えてお話しいただき
ます。是非とも多くの方のご参加をお待ちしております。
※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。
※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。
https://v2.nex-pro.com/campaign/27063/apply
【問い合わせ先】馬場 創汰（天理よろづ相談所病院）
Tel

0743-63-5611 内線7447

e-mail bfc_souta30@yahoo.co.jp

（QRコード）

（15）

「 新型コロナウイルスアルティメイトセミナー」〔専門-20〕

講師：忽那

賢志 先生（国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター）

日時：2021年9月17日（金）17時30分〜19時30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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】今回は，昨年度より続く新型コロナウイルス講習会の最終章として，感染症診療
の最前線で活躍されている国立国際医療研究センター病院の忽那賢志先生をお招
きしました．大変貴重な機会でありますので，多くの会員のご参加をお待ちして
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/21672/apply
【問い合わせ先】李 相太（奈良県立医科大学附属病院）
Tel

0744-22-3051 内線1231

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

（QRコード）

（16）

「 血清蛋白分画を基礎から知る」〔専門-20〕

講師：井本

真由美

会員（近畿大学 中央臨床検査部）

日時：2021年10月16日（土）16時00分〜17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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料
【要旨】血清蛋白分画は、蛋白構成を把握する上で最も迅速で簡便な検査方法です。検査
の重要性と読み方について興味を抱いていただけるように企画いたしました。
※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/23596/apply
【問い合わせ先】松村 充子（天理よろづ相談所病院）
Tel

（QRコード）

0743-63-5611 内線7439

e-mail mitsuko@tenriyorozu.jp

会員・施設状況
［正会員数］

（2021 年 6 月 1 日現在）

679 名

[新入会]

8名

[再入会]

0名

[変

4名

[退

1名

更]

会]

編集後記
5 月 30 日に第 37 回奈良県医学検査学会、2021 年度定時総会が行われました。学会はオンラインでの
開催でしたが多数ご参加頂きありがとうございました。梅雨に入り蒸し暑い日が続きますが体調管理に
気を付けて過ごしていきたいと思います。
広報委員 K

