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第 72 回 日本医学検査学会のご案内 

 

1. 名 称   第 72回日本医学検査学会 

2. テーマ   臨床検査技師“愛” 

 〜この素晴らしき仲間と未来へ〜 

3. 期 日   2023 年 5月 20日（土）～5月 21日（日） 

4. 会 場   G メッセ群馬・高崎芸術劇場 

5. 学会長   井田 伸一（公益社団法人 前橋市医師会） 

6. 実行委員長 梶田 幸夫（桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院） 

7. 主 催   一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

8. 担 当   一般社団法人 群馬県臨床検査技師会 

9.  

 

学会テーマは「臨床検査技師"愛"～この素晴らしき仲間と未来ヘ～」といたしました。臨床検査技師は能

力が高い人が多く、意識が高い人が多い、と常に思っております。この素晴らしい臨床検査技師の認知度、

そして社会的地位の向上を目標のひとつとして掲げ、日頃から会務に当たっており、この学会にも、そのよ

うな思いを込めてこのテーマにさせていただきました。オール群馬で準備を進め皆様をお迎えしたいと思い

ますので、群臨技会員一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

 

 

【学会事務局】 一般社団法人 群馬県臨床検査技師会 

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町 1丁目 7-4   

E-MAIL: 72jamt@jtbcom.co.jp 
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第 4回（2022 年度最終）奈臨技主催タスクシフト/シェアに関する 

厚生労働大臣指定実技講習会開催のお知らせ 

 

この度 2024 年 4 月から施行される「医師の働き方改革」の一環として、時間外労働時間の制限が開始さ

れます。それに伴い、臨床検査技師職におけるタスクシフト/シェアが進められ、厚生労働大臣指定実技講習

会を開催する運びとなりました。 

つきましては、第 4 回講習会は以下の日時にて開催いたします。是非基礎講習（ウェブ）をご受講の上、

ご参加のほどよろしくお願いいたします。奈臨技では 2025年度まで年 2〜3回開催予定ですが、今後日臨技

の方針により、奈良県内で開催不可となる可能性もございますので、お早めのご受講をお願いいたします。 

 

【日時】  第 4回：2023年 3月 5日（日）9:30〜17:15 

【会場】  天理医療大学 B棟 4階大教室 A 

【募集人数】最大 60名 

（定員が埋まりましたら申込不可となりますので、お早めにお申し込みください） 

【受講料】 会員 15,000 円、非会員 40,000 円 

【申込および入金締め切り】 2022 年 11月 14日（月）〜2023年 2月 20日（月）まで 

【申込方法】日臨技ホームページ「タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」専用ページ

（https://www.jamt.or.jp/task-shifting/）からお申し込みください。 

 

【注意事項】実技講習会は基礎講習（ウェブ視聴）が終了しないと登録できません。お早めに基礎講習をご

視聴ください。また実技講習会登録後は速やかに受講料をご入金ください。 
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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 ＞ 

 

「虫垂エコーの描出法について ～ライブデモ～」〔専門-20〕 

      

講師：西岡 正彦 会員（奈良県総合医療センター） 

      日時：2022年12月10日（土）14時00分〜15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】本研修会は日臨技推進事業です。初級者と中級者に対して虫垂エコーの描出法を 

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/50002/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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「あなたも心電図が読める!! クイズ形式で考える読み方と考え方」〔専門-20〕 

      

講師：大谷 祐哉 会員（奈良県総合医療センター） 

   坂井 優 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年12月13日（火）18時00分〜19時00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】普段記録している心電図ですが、自動所見を見てから波形を読んでいるなんてこ 

とになっていませんか？ 自動所見の精度も上昇してきましたが、所見を間違え 

ることはあります。そんな時に 一から自分で波形を読んで所見を考えています 

か？普段から習慣づけていないとなかなか難しく、そもそもどこから読めばいい 

のか悩むことがあるかと思います。今回は、心電図検査の経験者と初心者の先生 

をお招きしてどのように波形を読み解き、所見を考えたのかディスカッション 

しながら勉強したいと思います。また、初の試みとしてGoogle formsを用いて 

視聴している皆さんのご意見も聞きながら勉強会を進めていきたいと思います。 

クイズや個人サーベイに参加しているような感覚で、匿名ですので是非お気軽に 

ご参加いただければと思います。当日はスマートフォンを使用して研修会を行います。 

スマートフォンのご準備をお願いします。 

また、スマートフォンで視聴されている方は添付資料PDFにQRコードとURLを記載 

しておりますので、資料を印刷のうえ、QRコードとURLをご利用ください。 

※なお資料は勉強会3日前よりダウンロード可能です。ただし回答は当日のみで 

すのでよろしくお願いします。 

※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/49999/apply 

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

 Tel 0743-63-5611 内線3136  

e-mail  haikinou@tenriyorozu.jp 
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「FCM 検査の基本〜測定原理および解析に必要な基礎知識〜」〔専門-20〕 

      

講師：永井 直治 会員（天理よろづ相談所病院） 

有賀 祐 会員（国立がん研究センター） 

      日時：2022年12月14日（水）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】血液疾患診療において欠かすことのできないフローサイトメトリー検査に必要な 

基礎知識についてご講演いただきます。また顕微鏡動画を用い、よく遭遇する血 

液疾患についても解説させていただきます。 

※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/48531/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（7） 

 

 

「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 
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「2022 年度 奈臨技サーベイ検討会（一般検査分野）」〔専門-20〕 

 

      講師：飯尾 洋紀 会員（奈良県総合医療センター） 

      川 健司 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年12月23日（金）18時00分〜18時50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】2022年度奈臨技サーベイの一般検査分野の検討会を行います。 

参加された施設の方は是非ご参加下さい。 

※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/49380/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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「患者との接し方～検査をおこなう上での接遇の要点～」〔基礎-20〕 

 

      講師：髙橋 秀一 会員（済生会中和病院） 

      日時：2023年1月18日（水）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－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】生体検査・検体検査を問わず、日常業務の様々な場面で患者さんと接する機会が 

あります。今回は検査を行う上での接遇の要点について経験豊富な講師の先生に 

解説いただきます。医療従事者として欠かせない技術でありますので、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/50001/apply 

【問い合わせ先】小谷 敦志（近畿大学奈良病院）            （QRコード） 

 Tel  0743-77-0880  

e-mail oceanscene@icloud.com 
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「 血液検査顕微鏡実技研修会」〔専門-20〕 

 

      講師：髙橋 陸 会員（天理よろづ相談所病院）他 

      日時：2023年1月21日（土）13時00分〜17時00分 

      会場：天理医療大学B棟 

      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】血液疾患患者の末梢血・骨髄標本を各自鏡検していただきます。また実習前に標 

本の見方についてレクチャーします。 

＊事前参加申し込みが必要です。参加希望者は担当者まで①氏名 ②所属 ③希 

望コース（末梢血・骨髄） ④日臨技会員番号をメールにてご連絡ください。 

＊事前参加申込先：永井 直治（天理よろづ相談所病院）メールアドレス  

na.nagai@tenriyorozu.jp 

参加申込期間：2022年12月1日から2023年1月18日まで 定員：30名 

＊現地での開催となりますので、各自健康管理にはご留意ください。当日受付時 

には体温測定、マスクの着用、手指消毒をお願いします。 

      ＊当日は駐車場をご用意していますが台数が限られるため、相乗りにご協力ください。 

【問い合わせ先】永井 直治（天理よろづ相談所病院）             

 Tel  0743-63-5611 内線7437  

e-mail na.nagai@tenriyorozu.jp 
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令和 4 年度 奈臨技生涯教育研修会開催案内 

 

【講師】 髙橋 秀一 会員（済生会中和病院） 

【日時】 第 1回目：2023 年 1 月 18 日（水） 18：00～19：00 

第 2 回目：2023 年 2 月 22 日（水） 18：00～19：00 

【テーマ】第 1回目：「患者との接し方」～検査をおこなう上での接遇の要点～ 

     第 2回目：「学会発表のノウハウと論文投稿」 

【会場】 web 開催 

【会費】 奈臨技・日臨技会員：無料  生涯教育研修：基礎 20点 

【問い合わせ先】 小谷 敦志（近畿大学奈良病院 臨床検査部） 

         Tel 0743-77-0880   

E-mail  oceanscene@icloud.com 

 

 

 

 

  会員・施設状況  （2022 年 11 月 1 日現在）  

［正会員数］      704名 

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

 [変 更]            4 名              [退 会]  2 名 

 

 

 

 

編集後記 

 秋も深まり、紅葉が美しい季節になりました。 

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。 

また、来年度奈良県医学検査学会一般演題募集も始まります。奮ってご応募ください。 

広報委員 K 
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第 39 回奈良県医学検査学会のご案内 

 

1. 名 称   第 39 回奈良県医学検査学会 

2. テーマ  『臨床検査技師の未来を共に歩む』 

3. 期 日   2023 年 6 月 4 日（日）9:00 より 

4. 会 場   天理よろづ相談所病院 7 階講堂（開催方法 未定） 

5. 主 催   一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 

6. 学会長   奈良県立医科大学附属病院 倉田 主税 

(一般社団法人 奈良県臨床検査技師会会長) 

7. 担 当   奈良県臨床検査技師会検査研究部門運営委員会 

8. 実行委員長 天理よろづ相談所病院 馬場 創汰 

(奈良県臨床検査技師会検査研究部門運営委員会委員長)  

9. 特別企画   

1) 特別講演        テーマ「医療現場のワークライフバランス」 

2) 教育セッション  テーマ「検査技術を次代へつなぐ」 

10. 一般演題公募 

           演題受付期間：2023 年 1 月 3 日（月）〜 2 月 28 日（月） 

抄録受付期間：2023 年 1 月 3 日（月）〜 3月 31 日（木） 

申し込み方法：日臨技総合情報管理システム（JAMTIS）からご入力ください。 

なお、演題募集は 6題程度までとし、これを超えた場合の採否は委員会の判断とさせて頂きま

す。 

発表時間：発表 6 分、質疑応答 3分 

なお、優秀演題には会長賞および学術奨励賞が授与され、機関誌『まほろば』 

に論文掲載されます、多数ご応募ください。   

11. 参加費  会員・賛助会員：無料 

非会員（奈臨技会員でない方、日臨技会員のみの方）：参加不可 

学生：無料 

12. 問い合わせ先 

            第 39 回奈良県医学検査学会 事務局 小泉 章 

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 

TEL: 0744-22-3051（内線 1230） 

E-mail: koi-bact@naramed-u.ac.jp 

 

＊今後のコロナ感染状況の推移により内容を変更する場合があります。 

  


