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会 長 就 任 挨 拶
一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 会長 倉田 主税
2022 年度・2023 年度の奈良県臨床検査技師会の会長に就任いたしました倉田でございます。日頃は当会
の様々な活動等にご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。
2020 年 1 月 16 日に日本で最初に新型コロナ患者が報告されてから、2 年と半年が経ちましたが、いまだ
変異しながら感染拡大を繰り返しています。社会は命と経済をいかに両立するかという課題と向き合って
います。
2022 年 2 月 24 日にロシアによるウクライナ軍事侵攻が始まりました。危機的な状況において医療や検査
へのニーズは高まり、コロナ禍やウクライナ危機において日本をはじめ世界の臨床検査技師は知識と技術
を用いてプライドを持って日々の職務にあたっていると感じています。
奈良県臨床検査技師会では「知識と技術の融合」と言うスローガンを掲げています。技師会の組織は大
きく学術部と渉外部で組織されており、
「知識」に関する取り組みとして学術部が中心となり奈臨技学会を
はじめ、1 年を通して実施している長期サーベイやいろいろな資格申請に必要な研修会などを企画していま
す。
「技術」にはピペット操作や採血、検鏡などの様々な手技・手法に加えて、コミュニケーション能力も
含まれます。外部との連絡や交渉をする渉外部が担っており、同部はコミュニケーションのとれる環境を
整え人とのつながりを大切に考え構築していくように心がけています。この知識と技術をプラスすること
により、より良い奈良県臨床検査技師会になり会員の皆さんと一緒に技師会活動をしていけることを楽し
みにしています。「技師会に入っていてよかった」と思えるような会を目指して役員一同で頑張っていきた
いと考えています。
医師に対する時間外労働の上限規制が 2024 年 4 月から適用されることに伴い、臨床検査技師を取り巻く
環境はタスクシフト・タスクシェアのように関連法令の改正や整備により、従来の職務に加えて業務拡大
がはかられ大きく変容することが考えられます。人員の確保など今後も更なる対応が求められ、技師会と
してもホームページへの求人情報の掲載をはじめ当会における取り組みと支援体制の強化を実施しなけれ
ばならないと考えます。
そして、会務運営につきましては歴史ある奈良県臨床検査技師会で築きあげた伝統と重要な資産を継承
しつつ、現在の社会情勢や時代のニーズに合わせた方策と改善を念頭に新たな奈良県臨床検査技師会の構
築を実現していこうと考えております。
特に若い世代の人たちにも積極的に技師会に参加していただけるように、前会長が「若草の会」を立ち
上げています。技師会としても若い世代の会員と新しい何かを創りだしていかなくてはいけません。
そのためには会員の皆様のお力添え、ご協力が必要です。より良い状況を目指して積極的に活動していき
ますので、会員の皆様のご理解とご協力を何とぞ宜しくお願い申し上げます。
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2022・2023 年度 一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 役員

役 職

氏

名

施 設 名

会 長

倉田 主税

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

副会長渉外担当

北川 孝道

奈良県総合医療センター 臨床検査部

副会長学術担当

森嶋 良一

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

事務局長

嶋田 昌司

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

事務局・総務部長

田中 忍

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

事務局・庶務部

片岡 美香

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

事務局・庶務部

中島 久晴

奈良県総合医療センター 臨床検査部

事務局・経理部長

上杉 一義

南奈良総合医療センター 臨床検査部

組織法規部長

西原 幸一

市立奈良病院 臨床検査室

学術部検査研究部門担当部長

小泉 章

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

学術部精度管理担当部長

中村 彰宏

学校法人 天理よろづ相談所学園 天理医療大学

学術部生涯教育担当部長

小谷 敦志

近畿大学奈良病院 臨床検査部

渉外部長

高木 豊雅

奈良県総合医療センター 臨床検査部

地域保健事業部長

西川 武

奈良県立医科大学附属病院 病院病理部

地域保健事業部公衆衛生担当部長

大西 大樹

奈良県西和医療センター 中央臨床検査部

広報部長

小林 昌弘

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

福利厚生部長

三角 由美

済生会中和病院

地区担当部長（南部）（兼：事務局経理部）

山本 賢次

済生会御所病院

地区担当（中部）(兼：公衆衛生）

木下 真紀

天理よろづ相談所病院 臨床検査部

地区担当（北部）（兼：渉外部）

北川 大輔

奈良県総合医療センター 臨床検査部

監 事

西浦 宏和

大和高田市立病院 臨床技術科

監 事

吉岡 明治

天理よろづ相談所病院 臨床検査部
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日臨技理事等就任のお知らせ
6 月 25 日に開催されました日臨技総会において、奈臨技前会長の 勝山 政彦氏が
令和 4・5 年度日臨技執行理事及び、日臨技近畿支部支部長に就任されました。

＜

生涯教育研修会のお知らせ

＞

「Basic cytology 骨軟部・脳」〔専門-20〕
講師：安達

博成 会員（奈良県立医科大学附属病院）

日時：2022年8月6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】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9回目は骨軟部・脳です。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。
※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/43886/apply

【問い合わせ先】南田 貴仁（西和医療センター）
Tel 0745-32-0505 内線2256
e-mail

mimurokensa@yahoo.co.jp

（QRコード）
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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。
※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）
Tel

（QRコード）

0743-63-5611

e-mail mitsukoyokiyoki@gmail.com

「Basic cytology リンパ節」〔専門-20〕
講師：辻野

秀夫 会員（奈良県総合医療センター）

日時：2022年8月27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】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。
第10回目はリンパ節です。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/43887/apply
【問い合わせ先】南田 貴仁（西和医療センター）
Tel 0745-32-0505 内線2256
e-mail

mimurokensa@yahoo.co.jp

（QRコード）
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「いま学んでおきたい尿沈渣検査

～上皮細胞類～」

〔専門-20〕
講師：北川

大輔 会員（奈良県総合医療センター）

日時：2022年8月31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】尿沈渣検査の上皮細胞は同じ細胞でも様々な形態をとるので鑑別が難しい事があ
ります。
細胞の特徴を把握する事が大切ですので、今回はそれぞれの細胞形態について詳
細に解説して頂きます。ぜひご視聴して下さい。
※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/44012/apply
【問い合わせ先】尾崎 里美（奈良市総合医療検査センター）
Tel

0742-33-7875

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

（QRコード）
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「 感染症内科医が診る症例のポイントと微生物検査室に求めるポイント」
〔専門-20〕
講師：菱矢

直邦 先生（市立奈良病院 感染症内科）

日時：2022年9月30日（金）10時00分〜11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】「感染症内科医が診る症例のポイントと微生物検査室に求めるポイント」と題
し、市立奈良病院感染症内科の菱矢先生に講演頂きます。感染症内科医はどのよ
うに診療を進めるのか、また臨床検査技師に求められていることはどのようなも
のかについて詳しく教えて頂きます。
院内に微生物検査室を持たない施設の方でも、臨床医との関わりを学ぶ良い機会
になると思います。是非ご参加ください。
本研修会は日臨技推進事業となっております。
※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/44216/apply
【問い合わせ先】阿部 教行（天理よろづ相談所病院）
Tel
e-mail

0743-63-5611 内線8665
abepenem@tenriyorozu.jp

（QRコード）
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令和 4 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 福井県臨床検査技師会

【テーマ】原点回帰

～微生物検査の基礎からの update～

【日 時】令和 4 年 10 月 22 日（土）
【開催形式】WEB 開催（Zoom アプリ等を使用予定）
【定 員】90 名
【受講料】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
10：10～10：50 講義 1：微生物検査の一連の流れにおける基本と update
10：50～11：30 講義 2：呼吸器系材料における微生物検査の基本と update
11：30～12：10 講義 3：消化管・泌尿器材料における微生物検査の基本と update
( 休憩 )
13：00～13：40 講義 4：膿瘍・穿刺液・その他材料における微生物検査の基本と update
13：40～14：20 講義 5：血液培養における微生物検査の基本と update
( 休憩

)

14：30～15：30 総合討論：明日からできる！原点回帰から微生物検査室の update につながる話
メインコメンテーター：中村竜也（京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科）
幸福知己（住友病院 臨床検査技術科）
( 休憩 )
15：40～16：40 特別講演：小児科診療と臨床微生物検査の関わり
講師：山田 健太 先生（福井大学医学部附属病院 小児科）
16：40～

総括／閉講式
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【研修会内容】
微生物検査をルーチン業務として様々な検体を処理して検査結果を報告していくうえで、その過程や方法は
施設によって様々であります。今研修会は、微生物検査の基礎を根本から見直し、他施設の現状や日常検査で
見落としがちな技術・知識を再習得できる機会とし、加えて CLSI などの最新情報などのさらなるアップデー
トにもつながる機会を目指したいと考えております。講義は通常の講義形式だけではなく、材料別にて検査法
などのポイントを深掘りし、WEB 開催の特性を活かした受講者参加型を取り入れ、投票機能などを活用し

た参加形式の研修会を開催します。また、総合討論では、受講者からの微生物検査における日々の業務に
おける様々な疑問や悩みなどを題材とし、解決に向けた討論の場となるように企画しております。多くの
方のご参加をお待ちしております。

【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 15 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 4 年度日臨技近畿支部微生物
部門秋季研修会参加申し込み”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 4 年 8 月 15 日（月）～10 月 11 日（火）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】
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3
福井大学医学部附属病院 検査部

担当者：久田 恭子

TEL：0776-61-8811 E-mail：kyo@u-fukui.ac.jp

会員・施設状況
［正会員数］

（2022 年 7 月 1 日現在）

708 名

[新入会]

1名

[再入会]

0名

[変

1名

[退

0名

更]

会]

編集後記
5 月末の奈臨技役員改正により、新しい体制での活動が始まりました。役員が代わり不慣れな部分もあ
りますが、今後の奈臨技活動につきまして会員皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
広報委員 K

