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奈良若草の会のオンライン研修会を開催して 

奈良西和医療センター   吉田 恭教 

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

直属の会で、主に、奈臨技会員の検査技師としての意識を高めるため、若い世代を中心に隔たりのない関係

性を構築していくための橋渡し役として、知識や技能の発展や奈臨技会員の組織強化に貢献していくことを

目的にしています。 

奈良若草の会の研修会は、コンセプトに沿って検査技師間のつながりを深め、若手技師に検査技師の楽し

さを知ってもらうため、企画を考案しています。発足当初は若手技師の交流を中心に研修会を計画していま

したが、新型コロナウィルス感染症の流行で現地交流をあきらめざるを得なくなり、Web でのオンライン開

催で若手技師が気になる事や興味のあることを中心とした、情報の交流をしていく形になっています。 

第１回目のオンライン研修会は 2020 年 11 月 24日に開催し、2021 年 3月 18 日には第２回目、2021 年 11

月 24 日には第３回目、そして先日の 2022 年 4 月 20 日に第４回目の研修会を開催させていただきました。

毎回、研修会を終えるたびに、無事に終えることができた「安堵」と研修会をやり遂げた「達成感」ともう

少し上手くできたのではないかという「後悔」を抱きます。今までにないものを世話役の６人で作っており、

初めの頃は企画考案に右往左往しており、ギリギリまで企画が定まらずにそのまま本番に挑むことが多かっ

たです。研修会を終えた後、必ず反省会をして次回の研修会に活かすようにしています。なので回を追うご

とに、「もっとできた！！」という「後悔」というより、「もっとおもしろくできるのでは？」という「欲」

まで最近は抱くようになってきています。 

開催回数を重ねるにつれてベテラン技師の方も視聴して頂けていることに気付き、研修会を施設間交流だ

けでなく、『奈良若草の会』の認知度を上げていく為、多くの会員の方により興味をもっていただける企画作

りになりつつあります。 

第４回目の研修会については、若手技師だけでなくどの年代の技師のも楽しんで視聴していただこうと、

『奈良学会に行こう！！』をメインテーマに今年度の検査学会実行委員長の天理よろづ相談所病院の木下さ

んに今回の学会の見所などを語っていただく企画と昨年度の発表者の方にアンケートをとり、それを基に本

音を聞き出す企画をさせていただきました。自己評価としては、かなり面白くできたのではないかと自画自

賛しておりますが、開催前の告知不足のため、多くの方に視聴していただけなかったことを大変「後悔」し

ております。 

今後も皆さんにもっと興味をもっていただけるような研修会を企画していきたいと思っています！！自

分の個人的には『YouTube』のような企画・動画作成を目指しております。（※あくまで個人的な意見です。

若草の会の世話役メンバーは承認していませんのであしからず。）若草の会へのご意見・やってほしい企画

などがありましたら、お気軽に世話役のスタッフにご連絡ください！！今後の研修会の参考にしていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

次回の若草の会研修会は 11 月頃に開催を予定しています。多くの方にご視聴していただくようお待ちし

ております。お待ちしています。 
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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。 
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【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 体腔液」〔専門-20〕 

 

      講師：橘 郁真 会員（大和高田市立病院） 

      日時：2022年6月11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。第5回目は体腔液です。 

※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/41480/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 

 

「いま学んでおきたい尿定性検査の基礎」〔専門-20〕 

      

講師：尾崎 里美 会員（奈良市総合医療検査センター） 

      日時：2022年6月13日（月）18時00分〜18時40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】尿定性検査は試験紙で簡単に行える検査ですが様々な原因で偽陽性や偽陰性に 

なるので注意が必要です。 

正確な結果を報告する為に尿定性検査の基礎について解説致します。 

※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/42016/apply 

【問い合わせ先】尾崎 里美（奈良市総合医療検査センター）       （QRコード） 

 Tel 0742-33-7875   

e-mail kensa@medical.nara.nara.jp 
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「日当直時の血液検査！－これだけは知っておきたい血液、 

凝固検査の基礎知識とポイント、注意点－」〔専門-20〕 

 

講師：松本 克也 会員（市立奈良病院） 

      河野 紋 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年6月17日（金）18時00分〜19時30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】これから日当直をされる方、現在しているが自信のない方に向けて、おさえてお 

かなければならない血液検査、凝固検査のポイントについて解説していただきま 

す。この機会に知識の整理をしていただければと思います。 

※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/41673/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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「Basic cytology 消化器」〔専門-20〕 

 

      講師：高橋 明徳 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年6月25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6回目は消化器です。奈臨技会員に専門20点を付与しますが、 

県外の方はできませんのであらかじめご了承下さい。 

＊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/41481/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 

 

 

 

 

  会員・施設状況  （2022 年 5月 1日現在）  

［正会員数］      697名 

 [新入会]          17 名             [再入会]   0 名 

 [変 更]           12 名              [退 会]  0 名 
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超音波定期勉強会1 

「心エコー検査の基本的な断層像とドプラ法の描出 ～ライブデモ～」〔専門-20〕 

 

      講師：松谷 勇人 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年6月25日（土）14時00分〜15時30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】※日臨技推進事業登録済です。 

心エコー図学会認定専門技師の松谷勇人先生をお招きし、初級者3名の方に対し 

て心エコー検査の基本的な断層像とドプラ法の描出を直接指導するライブデモ配 

信を行います。 

初心者の方は検査手技の勉強になり、指導する立場になる中堅の方はエコーの教 

え方に着目してご視聴いただければと思います。 

是非とも多くの方のご参加をお待ちしております。 

※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/42013/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 

 

 

 

 

編集後記 

 5 月 15 日に奈良県医学検査学会がオンラインで開催されました。また、6 月よりタスクシフト・シェ

ア指定実技講習会が予定されています。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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「 尿中微量アルブミンの意義と尿試験紙の可能性」〔専門-20〕 

 

      講師：山口 哲史 先生（栄研化学株式会社） 

      日時：2022年6月29日（水）18時00分〜19時00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】前回の尿定性検査の基礎でお伝えできなかった尿試験紙のA/C比（P/C比）の原理 

や基本性能について、さらに尿中アルブミン測定の意義などについて詳しく解説 

して頂きます。 

※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。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/42015/apply 

【問い合わせ先】尾崎 里美（奈良市総合医療検査センター）         （QRコード） 

 Tel  07042-33-7875  

e-mail  kensa@medical.nara.nara.jp 

  

「 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。 

※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 


