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第 61 回 日臨技近畿支部医学検査学会のご案内 

 

1. 名 称   第 61回日臨技近畿支部医学検査学会 

2. テーマ   変化 

 〜未来の検査室への予期・探知・適応〜 

3. 期 日   2022 年 12月 3日（土）～12月 4日（日） 

4. 会 場   神戸常盤大学 

              兵庫県神戸市長田区大谷町 2丁目 6-2 

5. 学会長   真田 浩一（兵庫県立はりま姫路総合医療センター） 

6. 実行委員長 松田 武史（社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院） 

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 兵庫県臨床検査技師会 

9. 開催形式  ハイブリッド開催 

 

本学会ではハイブリッド開催するにあたり、オンライン参加者に「会場参加と同じ臨場感のある体験」を

提供するため試行錯誤してきました。従来のオンライン配信（Zoom など）では、講演ごとの URL が変わる

ため講演間の移動がしづらく、企業展示の資料はウェブサイトに掲載するだけでリアルタイムの質疑ができ

ないなど、さまざまな課題がありました。 

本学会で採用するイベントプラットフォームは、コロナ禍での学術大会の利用を想定して開発されたシス

テムであり、1 つの URL で表示される「会場画面」の中で、複数の講演会場間の移動ができ、かつ企業展示

の画像や動画を掲示した上でリアルタイム通話もできるようになっています。今回、本システムの採用によ

って、ハイブリッド開催の新しい形に挑戦いたします。 
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令和４年度 日臨技近畿支部研修会 

「生物化学分析部門研修会」開催案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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】ステップ UP のためのスキルアップ研修会 

 

【日 時】令和 4 年 12 月 10 日（土）9：00 ～ 12：40 

【開催方法】Web （奈臨技専用システムネクプロと ZOOM 併用） 

【定 員】100 名 

【受 講 料】会員 1,000 円、非会員 3,000 円 

 

【日 程】 

 

09:00    開講 

09:00〜09:10 挨拶 

09:10〜10:10 講演１『臨床化学・免疫血清検査でステップアップするために必要なこと』 

講師：天理よろづ相談所病院 医学研究所 松村 充子 

10:10〜11:25 講演２『ステップアップするための研究内容の紹介』 

講師： 

天理よろづ相談所病院 臨床検査部 余村 求 

奈良医療センター 臨床検査部 井上 裕行 

天理よろづ相談所病院 臨床検査部 仲村 ちあき 

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 頃橋 信慶 

天理よろづ相談所病院 臨床検査部 田村 早紀 

11:25〜11:30 休憩 

11:30〜12:30 特別講演『臨床検査がステップアップするための取り組み方』 

講師：天理医療大学 臨床検査学科 教授 畑中 徳子 

12:30        閉講の挨拶 

12:40        閉講 
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参加申込方法 

 

【日臨技事前参加申込みシステムをご利用ください】 

 

検索条件 ：主催 日臨技支部 

行事コード：220011309 近畿支部主催（現地開催） 

行事名 ：近畿支部 生物化学分析部門研修会 

 

[事前受付期間] 

2022/10/15 から 11/25 まで 

 

[受講料振込期間] 

2022/11/26 から 12/09 まで 

 

[受講料振込先] 

南都銀行 橿原支店（店番 490） 

普通口座 2232504 

口座名義 奈良県臨床検査技師会 森嶋良一 

 

[振込時のご注意事項] 

日臨技会員番号の後にカタカナで苗字とお名前の入力をお願いします。 

日臨技会員番号の入力のない場合、円滑な受講受付ができず入金のご確認が 

できない場合がございますのでご了承ください。 

 

[研修会受講後の参加登録および参加証の発行] 

奈臨技配信システムにて受講時間の 2/3 を確認後、主催側にて参加登録をいたします。 

参加証の発行は日臨技会員メニューから選択して発行していただきますようにお願いします。 

 

研修会事務局 

〒632-8552 奈良県天理市三島町 200 

公益財団法人天理よろづ相談所病院 医学研究所 松村 充子 

Tel:0743(63)5611（内線 8677） FAX：0743-63-1530 

Emai：mitsukoyokiyoki@gmail.com 
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令和 4 年度 日臨技近畿支部研修会 

「輸血検査研修会」開催案内 
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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：京都府臨床検査技師会 

 

【テーマ】「対応力のある輸血医療を目指して」 

【日 時】令和 4 年 12 月 11 日（日）13：00～16：25 

【場 所】ZOOM による web 研修会 

京都保健衛生専門学校視聴覚室（事務局） 

【定 員】60 名 

【参加費】日臨技会員 1,000 円 非会員 3,000 円 

【日 程】 

12：30 受付 

13：00 開講式／オリエンテーション 

13：05 講演 1 『看護師の立場から』 

講師：神鋼記念病院 血液病センター 主任 松本 真弓先生 

13：40 講演 2 『血液センターの立場から』 

講師：京都府赤十字血液センター 学術情報・供給課 学術係長 谷口 友紀先生 

14：15 休憩 

14：25 講演 3 『臨床検査技師の立場から』 

講師：藤田医科大学病院 副部長 松浦 秀哲先生 

15：00 講演 4 『医師の立場から』 

講師：京都桂病院 血液内科 統括部長 森口 寿徳先生 

15：45 休憩 

15：55 総合討論 

16：25 閉講式 17:05～17:10  
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【お申込み方法】  

受付期間：2022 年 10 月 15 日～11 月 15 日 

①  日本臨床検査技師会ホームページ内にある「会員専用ホームページ」より「事前 

登録申請」にてお申込み下さい。登録完了のメールが送付されますが、受講決定 

のメールではございません。 

②  受講者は記載されております口座へ受講料を期日までにお振込み下さい。受講料 

振込をもって受講受付と致します。受領書は、後日 HP よりダウンロード可能です。 

③  非会員の方は研修会事務局のメールアドレスまで、氏名、所属、連絡先電話番号、 

メールアドレスを記載の上、お申込み下さい。 

 

【受講料振込方法】 

受講料振込期間：2022 年 11 月 16～11 月 27 日 

受講料振込先 

銀行名 GMO あおぞら銀行 法人第二営業部 

普通口座 1157605 

口座名義 一般社団法人京都府臨床検査技師会 輸血検査研究班 

 

＊受講料振込の注意点＊ 

日臨技会員番号の後にカタカナで氏名の入力をお願いします。 

非会員の方はヒカイイン＋カタカナで氏名の入力をお願いします。 

入金確認後、研修会参加用 URL を送信します。 

 

研修会事務局  

 〒600-8876 京都府京都市下京区南中野町 8 

 京都南病院 臨床検査科 日下部 昌平  

Tel：075-312-7361（内線 118） 

  Emai：ancer-sho@hotmail.co.jp 申込み専用：krg.yuketsu@gmail.com 

緊急連絡先： 090-8525-6643 
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令和４年度 日臨技近畿支部 血液部門研修会 開催案内 

主催：日本臨床衛生検査技師会 近畿支部 実務担当技師会：福井県臨床検査技師会 

【テーマ】「血液疾患の類似形態・類縁疾患と放射線画像の基礎について学ぼう」 

【日時】令和 5年 1 月 15 日（日）9：00～16：00 

【場所】WEB 開催（Zoom ウェビナー使用予定） 

【定員】400 名 

【受講料】日臨技会員 1,000 円 日臨技非会員 3,000 円 

【日程】 

9：00～ 9：10 開講式・オリエンテーション 

9：10～ 9：50 末梢血データと末梢血形態から推測する疾患（仮題） 

星ヶ丘医療センター臨床検査部 稲田 孝 先生 

9：50～10：30 放射線画像の見方・考え方（仮題） 

福井大学医学部放射線医学 竹内 香代 先生 

10：40～11：15 症例検討 1 症例提示・解説 京都第二赤十字病院 田辺 祐也 技師 

11：15～11：50 症例検討 2 症例提示・解説 和歌山県立医科大学 箕浦 直人 技師 

12：20～13：10 ランチョンセミナー（協賛：積水メディカル） 

金沢大学高密度無菌治療部 朝倉 英策 先生 

13：20～13：55 症例検討 3 症例提示・解説 天理よろづ相談所病院 永井 直治 技師 

13：55～14：30 症例検討 4 症例提示・解説 尼崎中央病院 神原 雅己 技師 

14：40～15：15 症例検討 5 症例提示・解説 吹田市民病院 吉川 慎一 技師 

15：15～15：50 症例検討 6 症例提示・解説 大津赤十字病院 橋口 篤 技師 

15：50～ 閉講式 

【お申込み方法】(WEB 申込のみ) 受付期間：2022 年 11 月 1 日～11 月 25 日  

① 日本臨床検査技師会ホームページ内にある「会員専用ページ」よりお申込みください。 

登録完了のメールが送付されますが、受講決定のメールではございません。 

②受付期間終了後、受講者を決定の上、メールにて入金口座などをご連絡いたします(先着順)。 

※参加費の振り込みをもって受講受付と致します。入金確認後に参加用ＵＲＬを送付致します。 

領収書は、後日 HP より ダウンロード可能です。 

② 日臨技非会員の方は下記までメールでお申し込みください。 

E -mail：tyama@u-fukui.ac.jp 

件名：日臨技近畿支部血液研修会、お名前、所属施設名を入力の上、メール送信してください。後日、 

入金案内と振込先をメールで連絡し、入金確認後に参加用ＵＲＬを送付致します。 

【問合せ・事務局】 

福井大学医学部附属病院 検査部 山野 智子 

電話：0776-61-8810（直通） E-mail：tyama@u-fukui.ac.jp 

〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3 
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＜ 生涯教育研修会のお知らせ ＞ 

 

「奈臨技微生物研究班サーベイ検討会」〔専門-20〕 

      

講師：藤江 拓也 会員（大和高田市立病院） 

   水澤 広樹 会員（市立奈良病院） 

   寺口 晧 会員（市立奈良病院） 

      日時：2022年11月22日（火）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】奈臨技微生物サーベイ検討会を行います。 

サーベイ委員の藤江拓也会員、水澤広樹会員、寺口 晧会員に発表頂きます。 

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/48313/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 
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「奈良県血液分野サーベイ解析会」〔専門-20〕 

      

講師：谷村 圭亮 会員（天理よろづ相談所病院） 

原 大輔 会員（奈良県立医科大学付属病院） 

松本 克也 会員（市立奈良病院） 

      日時：2022年11月24日（木）18時00分〜19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】2022年度奈臨技サーベイの血液、凝固分野の解析会を行います。 

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/47549/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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「臨床化学・免疫血清 精度管理報告会」〔専門-20〕 

 

      講師：余村 求 会員（天理よろづ相談所病院）   

高橋 光一郎 会員（天理よろづ相談所病院） 

      加藤 俊哉 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年11月25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】22年度奈良臨床検査技師会主催の臨床化学分野と免疫血清分野の精度管理報告会 

を合同で行います。 

※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/45171/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 内線8677  

e-mail  mitsukoyokiyoki@gmail.com 
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「 神経エコーを始めてみませんか？ 

～末梢神経の見え方を中心に～」〔専門-20〕 

 

      講師：杉山 慎太郎 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年11月29日（火）17時30分〜18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】“神経エコー”という言葉を始めて聞いた方もいるかと思います。 

今回は若干の症例を交えながら、超音波における末梢神経の見え方を中心とした 

内容ですので、明日から観えるようになるかもしれません。 

これを機に少しでも神経エコーについて興味を持っていただけると幸いです。 

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/48160/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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「いま学んでおきたい髄液検査  〜検査法と症例〜」〔専門-20〕 

 

      講師：山上 萌 会員（奈良県立医科大学附属病院） 

      片岡 美香 会員（奈良県立医科大学附属病院） 

      日時：2022年11月30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】髄液検査は髄膜炎診断において、検査結果が診断や治療に大きく影響する重要な 

検査です。 

その一方で、依頼数が少なくあまり慣れないスタッフも多いかと思われます。 

本研修会では髄液検査の細胞数算定から自動機器測定などの検査法をわかりやす 

く教えて頂きます。 

さらにいくつか症例についても解説がありますので、ぜひご視聴下さい。 

※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/48096/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 

 

 

 

 

 

 

  会員・施設状況  （2022 年 10 月 1 日現在）  

［正会員数］      706名 

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

 [変 更]            1 名              [退 会]  1 名 

 

 

 



 

 

 

 

（12） 

 

 

「薬剤耐性菌の遺伝子検査と活用方法」〔専門-20〕 

 

      講師：曽家 義博 先生（東洋紡株式会社） 

田島 久大 先生（ベックマン・コールター株式会社） 

      吉川 裕之 先生（ビオメリュー・ジャパン株式会社） 

      日時：2022年12月16日（金）17時30分〜19時00分 

      会場：Web開催（Youtube配信） 

      担当：微生物部門、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】 薬剤耐性菌は、感染症診療における重大な懸念の一つです。臨床微生物検査では、 

感染症の原因菌の薬剤耐性を確認し、診療側に迅速に報告する義務があります。 

これまで、薬剤耐性菌の遺伝子学的検査は限られた施設でのみ行われてきましたが、 

コロナ禍における全自動遺伝子検査機器の普及により、現在は多くの施設で実施 

環境が整っております。このため、今後新たに導入する施設が増加すると考えます。 

このような状況から、自動検査機器を用いた薬剤耐性菌の遺伝子検査についての 

講習会を実施します。機器・試薬を販売しているメーカーの方々に特徴などを説明頂い

た後に、活用方法や今後の展望について司会を交えてディスカッションを行います。 

多数のご参加をお待ちしております。 

お申し込みは、日本臨床検査技師会の会員専用サイトから事前参加申し込みをお願いし

ます。本講習会はYouTube配信で行います。視聴用URLは事前参加申し込み者に対して 

講習会当日にメールで配布します。前日の12/15までに事前参加申し込みを行なってく

ださい。LIVE配信は2022/12/16 17:30から行いますが、終了後は録画配信に切り替わり

2023/1/15までご視聴いただけます。 

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx 

【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 

 

 

編集後記 

 一気に季節が進み、寒さを感じるようになりました。 

12 月には近畿学会や各分野での近畿支部研修会が予定されています。多数ご参加ください。 

広報委員 K  


