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第 71 回日本医学検査学会のご案内 

 

1. 名 称   第 71回日本医学検査学会 in 大阪 

2. テーマ   躍動！次代へ繋ぐ臨床検査 

 〜Challenge for the future〜 

3. 期 日   2022 年 5月 21日（土）～22日（日） 

4. 会 場   ATC ホール ハイアットリージェンシー大阪（大阪市住之江区南港北） 

5. 学会長   髙田 厚照 (関西医科大学総合医療センター) 

6. 実行委員長 増田 詩織 (近畿大学奈良病院) 

7. 主 催   一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

8. 担 当   公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 

9. 演題募集期間 

         2021 年 10月 1日（金）～11月 30 日（火） 

 

【学会事務局】 公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 

    〒543-0018 大阪市天王寺区空清町 8-33 

                大阪府医師協同組合東館 4階 

   URL:http://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/ 
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令和 3年度 日臨技近畿支部研修会 

「臨床一般検査部門研修会」開催案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

           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：大阪府県臨床検査技師会  

 

今年度の日臨技近畿支部臨床一般検査部門研修会では「尿成分 update ＆ Challenge」をテーマに開催いたし

ます。教育講演では理解しにくい腎疾患の病理分類と症候分類について、尿沈渣成分 updateでは尿沈渣検査法

に今後掲載予定の成分、及び知っておくべき成分について主に鑑別点や担当医への報告する際の注意点などを中

心にご講演いただきます。ぜひご参加いただき、明日からの尿検査にお役立てください。 

 

【テーマ】「尿成分 update ＆ Challenge」 

【日 時】令和 3年 11月 7日（日）12：00～18：00 

【場 所】WEB開催  認定更新指定研修会申請中 

【定 員】150名 日臨技会員対象  

【受講料】2,500 円 

【プログラム】 

11：40 受 付 

12：00 開講式 

教育講演 

12：05 教育講演『腎疾患の病理診断と症候分類（仮）』原 重雄：神戸大学医学部附属病院 病理診断科 

12：55 休憩（5分） 

尿沈渣成分 updateⅠ 

13：00 講演 1『キサンチン結晶』大沼 健一郎：神戸大学医学部附属病院 

13：20 講演 2『ヘモジデリン顆粒』堀田 真希：大阪大学医学部附属病院 

13：40 講演 3『マルベリー小体・マルベリー細胞』堀田 真希：大阪大学医学部附属病院 

14：00 講演 4『皮膚保護剤』富永 美香：山口大学医学部附属病院   

14：20 講演 5『リンパ球』吉永 治代：株式会社エスアールエル  

14：40 休憩（10分） 

尿沈渣成分 updateⅡ 

14：50 講演 6『酸性尿酸アンモニウム結晶』横山 貴：東京女子医科大学病院  

15：10 講演 7『ヘマトイジン結晶』田中 雅美：東京大学医学部附属病院  

15：30 講演 8『アデノウイルス感染細胞』川満 紀子：九州大学病院 

15：50 講演 9『ポドサイト』横山 千恵：筑波大学附属病院 

16：10 講演 10『丸細胞（尿細管上皮細胞）』宿谷 賢一：国際医療福祉大学 

16：30 休憩（10分） 

尿沈渣 Challenge 

16：40 スライドカンファレンス 大阪府臨床検査技師会 一般検査部門委員 

17：50 閉講式 

研修会事務局 

株式会社エスアールエル 検査本部 派遣統括課 堺咲花病院  吉永 治代 

      E-mail：osaka_ippan@yahoo.co.jp（業務の都合上、E-mail にお問い合わせください）
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令和３年度 日臨技近畿支部研修会「臨床化学研修会」開催案内 

 

主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 近畿支部  

担当技師会：大阪府臨床検査技師会 

【テーマ】「機器・試薬の導入方法について～メーカーに頼らずやってみよう！」  

【日 時】 令和 ３年 12 月 11 日（土） 10：00～ 15：00  

【場 所】Zoom を使用した Web 研修会（Live 配信）  

＊Zoom の参加 ID とパスワードは事前にご案内します。  

【定 員】 300 名  

【受講料】 日臨技会員：2,000 円 非会員：4,000 円  

【日 程】  

9：30 受付  

10：00 開講式／オリエンテーション  

10：10 機器や試薬を選択するときのポイント－井尻 健太郎 先生（淀川キリスト教病院）  

10：40 試薬検討の流れについて－渡邉 勇気 先生（神戸大学医学部附属病院）  

11：10 休憩  

11：20 パラメーターの設定について－和田 哲 先生（和歌山県立医科大学）  

11：50 試薬添付文書の読み方－松田 哲明 先生（大津赤十字病院）  

12：20 ランチ準備  

12：30 試薬検討の実例紹介１－松村 充子 先生（天理よろづ相談所病院）  

13：00 試薬検討の実例紹介 2－岡崎 一幸 先生（京都大学医学部附属病院）  

13：30 休憩  

13：40 試薬検討の実例紹介３－麻野 秀一 先生（大阪医科薬科大学附属病院）  

14：10 臨床化学検査試薬：測定法の標準化事業－吉本 茂 先生（若草第一病院）  

14：50 閉会式  

【申し込み期間】  

令和 ３ 年 11 月 １ 日（月）～11 月 25 日（木）≪定員になり次第終了とさせていただきます≫  

【申し込み方法】  

日臨技会員の方：日臨技ホームページの会員専用サイト（事前参加登録）からお申し込み下さい。  

日臨技非会員の方：E-mail： menekikagaku-osaka@yahoo.co.jp 宛てに ①会員番号（都道府県会 員）、②

氏名、③カナ氏名、④性別、⑤施設名・所属、⑥電話番号、⑦メールアドレス ⑧臨床化学の経験年数、を 記

入してお申し込み下さい。（５日以内に返信が無い場合はお手数ですが下記までお問い合わせください。） 

  

研修会事務局 淀川キリスト教病院 臨床検査課 担当者：井尻 健太郎  

〒533-0024 大阪市東淀川区柴島 1 丁目 7 番 50 号  

TEL: 0120-364-489（内線 2227） E-mail: menekikagaku-osaka@yahoo.co.jp 
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＜ 生涯教育研修会のお知らせ ＞ 

 

「2021年度 遺伝子・染色体部門 サーベイ報告会 

 (SARS-CoV-2)」〔専門-20〕 

 

      講師：野口 延由 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年11月5日（金）17時30分〜18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】7月実施の「SARS-CoV-2遺伝子検査」のサーベイについて報告いたします。臨床 

検査の品質管理は、全自動化が進む遺伝子検査領域においても求められています。 

今回の取り組みは、全国的に見ても奈臨技が先行して実施したものです。精度管理 

の結果だけでなく、事業の経緯や実施方法についても報告いたします。 

また、報告会で取り上げて欲しい事柄や質問があれば、事前にメールで受け付けま 

すので、お気軽にご連絡ください。 

※今回はZoomで実施します。申し込みは当日に受け付けます。 

【問い合わせ先】李 相太（奈良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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「凝固線溶異常データの対処法と最新のトピックス」〔専門-20〕 

 

      講師：下村 大樹 会員（天理よろづ相談所病院） 

      松本 智子 会員（天理医療大学） 

      日時：2021年11月11日（木）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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】凝固線溶検査について、異常データ遭遇時の基本的な対処法から最新のトピック 

スまでご講演いただきます。多数ご参加ください。 

※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。 

※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/32489/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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「心膜疾患の心エコー図検査」〔専門-20〕 

 

      講師：瀬良 章 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年11月17日（水）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：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】心タンポナーデや収縮性心膜炎といった病名は一度は耳にしたことがあると思い 

ます。これら心膜疾患は、循環器疾患の中でも診断が難しい病気として有名です 

が、初めから難しいと決め込んで学ぶことを諦めていませんか？これらの疾患を 

正しく診断するためには、心エコー図検査で見られる特徴的な所見を見落とさな 

いことが重要になります。今回は心タンポナーデと収縮性心膜炎の心エコー図検 

査のポイントを症例を交えてお話しさせていただきます。苦手意識を克服し、明 

日からの心エコー図検査に是非とも活かしてほしいと思います。みなさんのご参 

加をお待ちしております。 

※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。 

※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/33843/apply 

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

 Tel  0743-63-5611 内線7447  

e-mail bfc_souta30@yahoo.co.jp 
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「奈良若草の会 第３回オンライン企画」  

〜気になることを質問したいのですが・・・〜〔基礎-20〕 

 

      講師：志茂 友香 会員（南奈良総合医療センター） 

      日時：2021年11月24日（水）18時30分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：その他（生涯教育研修：基礎教養－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

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

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さらなる活躍を目的とし、学術部門には属さ 

ず、横断的に広くの会員の意見を集めます。 

第３回企画は、研修会などでの疑問や気になることをどのように解決しているの 

かについてディスカッションしていきたいと思っています。演者の方に質問した 

り、先輩技師に尋ねてみたりと解決法が様々あると思いますが、皆さんはどのよ 

うにされていますか？是非とも、お聞かせください！！ 

今回も若草の会オンライン企画恒例の「施設紹介」をさせていただきます。「南 

奈良総合医療センター」にお邪魔したいと思います。 

今回もネクプロウェビナーを利用してのオンライン研修会の形式で行う予定です。 

当日のご質問やご意見につきましてはチャット方式で募ります。多くの方のご参 

加と多くの質問をお待ちしております！！ 

※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。 

※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/33842/apply 

【問い合わせ先】吉田 恭教（済生会御所病院）           （QRコード） 

 Tel  0745-62-3585 内線5274  

e-mail saigose.kyo.yoshida@gmail.com 
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「臨床検査技師のタスク・シフティング」 

－臨床検査医から”エール”を送る－〔基礎-20〕 

 

      講師：松尾 収二 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年11月26日（金）18時00分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：管理運営（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】今般、チーム医療推進による臨床検査技師の役割の拡大や働き方改革によるタス 

ク・シフティングなど、臨床検査技師を取り巻く環境は大きく変化しています。 

環境の変化とともに求められる役割や知識も変化し、その環境の変化にも対応し 

ていかなければなりません。このような時代の流れの中で、どう対応し、どうあ 

るべきか、松尾収二先生より講演していただきます。 

※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。 

※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/33336/apply 

【問い合わせ先】上野 真佑（西和医療センター）          （QRコード） 

 Tel  0745-32-0505 内線2242 

e-mail s_ueno0742@yahoo.co.jp 
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「 2021年度 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） 

      岡本 朋子 会員（天理よろづ相談所病院）     

      井上 裕行 会員（奈良県総合医療センター） 

      中山 奈月 会員（奈良県総合医療センター） 

      日時：2021年12月3日（金）18時00分〜19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】2021年度奈臨技サーベイの臨床化学・免疫分野解析会を行います。参加されたご 

施設は積極的にご参加ください。 

※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。 

※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/33821/apply 

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

 Tel  0743-63-5611 内線7435  

e-mail  siozaki19850809@yahoo.co.jp 
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「医療統計学初級講座 統計手法の選び方とEZRの使い方：前編」〔基礎-20〕 

 

      講師：大林 準 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2021年12月16日（木）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：教育（生涯教育研修：基礎教養－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】研究発表や論文投稿において、目の前のデータをどのような統計手法にて解析 

すればよいか迷う場合はありませんか？ 

今回、医療統計について前編・後編に分けて研修会を開催いたします。 

       前編では、統計手法の選び方について、簡単なキーワードを理解するだけで、 

どの統計手法を使用して処理するかを選択できるように、わかりやすく解説して 

いただきます。統計処理に苦手意識をお持ちのかたも、ぜひご参加ください。 

       なお、受講されるかたは、申し込みページに資料（ＰＤＦ）を置いていますの 

で、事前にダウンロードお願いいたします。 

       後編は1月開催予定です。 

※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。 

※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/33830/apply 

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

 Tel  00743-63-5611 内線7447  

e-mail cp-yoshi@tenriyorozu.jp 
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「医療統計学初級講座 統計手法の選び方とEZRの使い方：後編」〔基礎-20〕 

 

      講師：大林 準 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年1月20日（木）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：教育（生涯教育研修：基礎教養－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】「医療統計学初級講座」後編では、前編で解説した統計検定方法を、実際に行う 

ために、日本が世界に誇る、無料で使える統計ソフトウェア「ＥＺＲ」を使用し 

て、操作方法をデモンストレーションとともに解説していただきます。 

使用方法はとても簡単ですので、操作方法を理解し「ＥＺＲ」をご活用ください。 

「ＥＺＲ」を事前にダウンロードしていただき、自身のパソコンにインストー 

ル（無料）しておくと、さらに理解が深まると思います。インストールは 

Windows版が容易で推奨します。Mac版は少し難しいです。 

Windows版ダウンロード先ＵＲＬ： 

https://www.jichi.ac.jp/saitama-sct/SaitamaHP.files/download.html 

Mac版ダウンロード先ＵＲＬ： 

https://www.jichi.ac.jp/saitama-sct/SaitamaHP.files/statmedOSX.html 

※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。 

※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/33834/apply 

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

 Tel  00743-63-5611 内線7447  

e-mail cp-yoshi@tenriyorozu.jp 
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  会員・施設状況  （2021 年 10 月 1 日現在）  

［正会員数］      693名 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 季節が一気に進み、日中でも寒さを感じるようになりました。 

緊急事態宣言が解除され新型コロナウイルス感染症患者数は減少傾向ですが、油断することなく 

過ごしていきたいと思います。               

広報委員 K  

 

 

 

 

 

 


