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～第 38 回 奈良県医学検査学会～ 

日時；2022 年 5月 15 日（日）9：00～13：00  

会場；天理よろづ相談所病院本館（南病棟）7階 《WEB 開催》   

≪プログラム≫ 

9：00～9：10   開会式 

学会長         勝山 政彦  （大和高田市立病院） 

実行委員長        木下 真紀 （天理よろづ相談所病院） 

総合司会       森嶋 良一  （奈良県立医科大学附属病院） 

 

9：10～10：30  一般演題  (発表 6分 質疑 3分) 

1. 尿一般検査における個人内変動の調査と前回値チェック導入の可能性 

座長：北川 大輔  (奈良県総合医療センター) 

演者：南 道也    （天理よろづ相談所病院） 

2．血液凝固自動分析装置 CP3000 における Fbｇ超高値検体に対する希釈倍率変更の試み 

座長：永井 直治 （天理よろづ相談所病院） 

演者：原 大輔    （奈良県立医科大学附属病院） 

3. COVID-19 患者のα株・δ株・O株流行期における重症度危険因子 

座長：永井 直治 （天理よろづ相談所病院） 

演者：石田 篤正  (奈良県総合医療センター) 

4. 入院前スクリーニング下肢静脈超音波検査とD-dimer 値の比較 

                 ～PTE撲滅プロジェクトの効果と課題～ 

座長：馬場 創汰 （天理よろづ相談所病院） 

演者：西本 佳那  （奈良県総合医療センター） 

5. COVID-19 パンデミックが日本における呼吸器関連ウイルスに与えた影響について 

座長：宇井 孝爾 （奈良県立医科大学附属病院） 

演者：古森 円香  （奈良県総合医療センター） 

6．乳腺炎から Corynebacterium kroppenstedtii を検出した 1例 

座長：宇井 孝爾 （奈良県立医科大学附属病院） 

演者：前川 憲哉 （大和高田市立病院） 

7. 当院における塗抹検査結果に基づく選択分離培地追加についての検証 

座長：阿部 教行 （天理よろづ相談所病院） 

演者：田中 宏明 （奈良県立医科大学附属病院） 
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8. 当院で分離された MRSAの POT法による分類～市中株と院内株の年次推移の解析～ 

  座長：阿部 教行 （天理よろづ相談所病院） 

演者：内池 伸和  （奈良県立医科大学附属病院） 

 

10：30～11：30    ≪特別企画 1≫   奈臨技講演   

【タスクシフト・シェアに関する現在、今後の動向について】 

講師  :  中村 彰宏 （天理医療大学） 

司会  :  勝山 政彦  （奈良県臨床検査技師会会長） 

 

11：30～12：50   ≪特別企画 2≫   シンポジウム 

【タスクシフト・シェアに関する各施設での取組み】 

     ～法改正を受けて各施設での展望を紹介～ 

司会  :  倉田 主税 （奈良県臨床検査技師会副会長) 

①  会員アンケート調査報告  木下真紀  （検査研究部門運営委員会委員長） 

②  「検体検査」    演者： 猪田猛久  （済生会中和病院）     

③  「病理検査」     演者： 西浦宏和  （大和高田市立病院） 

④  「生体検査」    演者： 北川孝道  （奈良県総合医療センター）   

  

12：50 ～13：00          閉会式 

学会長        勝山 政彦 （大和高田市立病院) 

次回実行委員長    馬場 創汰 （天理よろづ相談所病院） 

 

 

＊学会参加申し込み 

  学会参加は申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 

  参加登録を行って下さい（先着 300名です）。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/41114/apply                 

QR コード 

 

＊参加費 奈臨技会員・日臨技会員・賛助会員：無料  その他：参加不可 

 

≪問い合わせ先≫ 

  第 38回奈良県医学検査学会 事務局 森嶋良一 

  奈良県立医科大学付属病院 中央臨床検査部 

 TEL：0744-22-3051（内線 4221）  E-mail：morisima@naramed-u.ac.jp 
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令和 4 年度 日臨技近畿支部 微生物検査研修会開催案内 
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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 

実習共催：奈良県立医科大学附属病院 感染症センター・微生物感染症学   

【テーマ】臨床微生物検査を実習および講義で基礎から学ぶ! 

【日 時】令和 4 年 6 月 25 日（土）、26 日（日） 

【場 所】奈良県立医科大学 基礎医学棟 4 階 微生物実習室 他 

【定 員】現地参加：24 名（臨床検査技師 12 名，医師、その他 12 名） 

     Web 参加：70 名（臨床検査技師 35 名，医師、その他 35 名） 

【受講料】現地参加 日臨技会員 15,000 円 、非会員 20,000 円 

Web 参加 日臨技会員 5,000 円、非会員 8,000 円 

（参加費にはテキスト代が含まれます） 

【日 程】 

≪1 日目≫ 6 月 25 日（土） 

9：30～10：00  受 付 

10：00～10：15 開講式／オリエンテーション／症例説明 

10：15～10：40  講義 1：染色について（グラム染色・抗酸菌染色） 

10：40～12：10  実習 1：基本的な検査技術の習得 (塗沫・染色・培養) 

12：10～12：40  教育講演 1：感染症診断と微生物検査 

13：00～14：15  実習 2：鏡検 

14：25～14：40 講義 2：培養（培地）について 

14：50～17：00 実習 3：同定・薬剤感受性試験 

17：00～17：20 実習総括 1 

≪2 日目≫ 6 月 26 日（日） 

9：00～11：30  実習 4：結果判定 

11：30～12：00 実習総括 2   

12：00～13：00  教育講演 2：耐性菌について 

13：00～    閉講式／修了証授与 

【実習内容】 

本年度も臨床検査技師と医師の参加を募集します。検査を依頼する側・実施する側の双方が共に研修するこ

とで、参加者が臨床微生物検査をより深く理解・実施できるようになることが狙いです。今年度もコロナ禍で

の開催となる可能性があるため、例年より参加人数を制限し、感染対策に配慮した上での実習の開催を考えて

おります。また、本年も WEB での参加も募集致します。Zoom アプリを用いて講義や実習内容をライブ動画

で配信する予定です。なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、現地開催を中止して WEB 配 
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信のみの開催に変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。 

【申込み方法】 

A. 日臨技会員の方 

1. 現地参加をご希望の方 

日臨技会員の方は下記の Google フォームにて受付いたします。下記の URL または QR コードより申し

込みフォームにお入りいただき、必要事項を入力してお申し込み下さい。下記 URL から入れなかった場合

は、URL をコピーして貼り付けてみて下さい。 

(5 月 9 日より WEB 申し込みの受付予定です。)  

https://forms.gle/EwrqzcHL5WubmBdQ6 

 

2. WEB 参加をご希望の方 

日臨技会員の方は、日臨技 HP にログインしてお申し込みしてください。 

(5 月 9 日より WEB 申し込みの受付予定です。)  

 

B. 非会員の方 

現地参加、web 参加共に下記事務局宛に E.mail (携帯アドレスは不可)にて、件名に “令和 4 年度日臨技近畿

支部微生物研修会 参加申し込み”と記載し、①施設、②氏名(ふりがな)、③微生物検査経験年数または職種

（臨床検査技師以外の方）、④電話番号、⑤希望の参加方法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 

 

C. 申し込み期間 

受付開始は現地参加および WEB 参加共に令和 4 年 5 月 9 日（月）～6 月 10 日（金）です。締切日前でも定

員になり次第受付終了、もしくはキャンセル待ち受付へ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。参加受付完了後に受講料入金のご案内をさせていただきます。入金確認により受講の受付完了となり

ます。期限内にご入金がない場合、または無連絡の場合は自動的にキャンセル扱いとさせていただく場合がご

ざいますので、併せてご了承下さい。 

 

 

【研修会事務局】 

〒649-6414 和歌山県紀の川市打田 1282 

公立那賀病院 臨床検査科 

担当者：口広 智一   

TEL：0736-77-2019  

E-mail：tk_kensa@nagahp.jp 
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＜ 生涯教育研修会のお知らせ ＞ 

 

「Basic cytology 婦人科」〔専門-20〕 

 

 

      講師：橘 郁真 会員（大和高田市立病院） 

      日時：2022年5月7日（土）10時00分〜12時20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】2022年度Basic Cytologyを開催することになりましたので、お知らせいたします。 

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3回目は婦人科です。 

＊研修会は10時00分から12時00分です。 

※参加希望の方はネクプロへの参加登録に加え、お手数ですが、 

下記連絡先（西和医療センター南田）まで参加連絡をお願いいたします。 

※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/40669/apply 

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

 Tel 0745-32-0505 内線2256  

e-mail  mimurokensa@yahoo.co.jp 
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「Basic cytology 呼吸器」〔専門-20〕 

 

 

      講師：浦 雅彦 会員（近畿大学奈良病院） 

      日時：2022年5月21日（土）10時00分〜12時20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】2022年度Basic Cytologyを開催することになりましたので、お知らせいたします。 

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4回目は呼吸器です。 

＊研修会は10時00分から12時00分です 

※参加希望の方はネクプロへの参加登録に加え、お手数ですが、下記連絡先（西 

和医療センター 南田）まで参加連絡をお願いいたします。 

※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/40670/apply 

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

 Tel 0745-32-0505 内線2256  

e-mail  mimurokensa@yahoo.co.jp 
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「 微生物検査の基本を学ぼう！-グラム染色編-」〔専門-20〕 

 

 

      講師：山下 貴哉 会員（市立奈良病院） 

      日時：2022年5月27日（金）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】今回の奈臨技微生物研究班は、グラム染色の基礎知識というテーマで市立奈良病 

院の山下貴哉会員に発表頂きます。是非ご参加ください。 

※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/41221/apply 

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

 Tel  0743-63-5611 内線8665  

e-mail  abepenem@tenriyorozu.jp 

 

 

 

  会員・施設状況  （2022 年 4月 1日現在）  

［正会員数］      678名 

 [新入会]          2 名             [再入会]   0 名 

 [変 更]           10 名              [退 会]  11 名 

 

 

 

編集後記 

 今月は奈臨県医学検査学会がオンラインで開催されます。また、別の日になりますが奈臨技定時総会

も実施されます。多数のご参加をよろしくお願いします。 

広報委員 K  
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「 臨床化学に必要な計算技法」〔専門-20〕 

 

 

      講師：藤本 一満 先生（倉敷芸術科学大学 生命科学部 生命医科学科） 

      日時：2022年8月13日（土）10時00分〜11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】臨床化学に携わるには、濃度計算、酵素活性算出、自動分析装置からの演算方法 

を習得することが求まられます。化学反応を理解して自身で演習できるように 

企画いたしました。6月1日より募集を開始いたします。 

※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/40958/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  

e-mail  mitsukoyokiyoki@gmail.com 

 

 

2022 年度奈臨技定時総会のご案内 

  

日 時 ：2022 年 5 月 29 日（日） 10 時  

   会 場 ：天理よろづ相談所病院 本館 7階講堂 

 

    一般社団法人の定款により定時総会は年 1回の開催となっています。 

今年度は会場での直接参加も可能とします。しかし新型コロナウイルス感染症の終息が 

見通せない状況でございますので、極力昨年同様に委任状による参加をよろしくお願い 

いたします。 

 

 


