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奈臨技公開講演会・奈臨技会員のための研修会開催のお知らせ 

 

奈良県臨床検査技師会では、奈良県民の皆様を対象に公開講演会を毎年開催しておりました。しかし、 

この 2年間は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっておりました。この度は奈臨技公開講演会のオ

ンライン開催を企画しております。また、例年通り公開講演会の後に「奈臨技会員のための研修会」を Web

開催にて実施いたします。奈臨技会員の皆様に是非ともご参加頂きますようお願い申し上げます。公開講演

会、研修会参加者にはそれぞれ日臨技生涯教育制度の基礎点 20点が付与されます。 

 

奈臨技公開講演会 【基礎-20】 

開催日：2023年 3月 19日（日）13:00～14:15 

講  師：今井崇裕 先生(医療法人 康仁会 西の京病院 血管外科センター) 

テーマ：いま注目の静脈の病気、下肢静脈瘤から血栓症の予防法や最新の治療 

～奈良の伝統“靴下作り”を盛り上げる NARAソックスプロジェクトとは？～ 

開催場所：YouTube による Web開催 

参加方法：日臨技 HPで参加申し込み後、視聴用URL を送信いたします。（申込み締切り：3月 16日） 

【問い合わせ先】髙木 豊雅（奈良県総合医療センター）  

        TEL 0742-46-6001(内線 2527) 

 

 

奈臨技会員のための研修会 【基礎-20】 

開催日：2023年 3月 19日（日）14:30～15:30 

講師：山下 良成 先生（公認心理師／産業カウンセラー） 

（キャリアマネジメントコンサルティング株式会社） 

テーマ：メンタルヘルス・セルフケア研修 

会費：＜奈臨技会員＞無料 

開催場所：Web開催 

※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し込みください。申込が 100名を越えた 

時点で配信方法が Zoomウェビナーに変更になる可能性があります。その際は、ネクプロウェビナーお申 

し込みの会員には必ずご案内いたします。 

※研修会は申し込み制となっております。下記 URL でメールアドレスを入力し参加登録を行ってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/51597/apply   

【問い合わせ先】西原 幸一（市立奈良病院） 

        Tel 0742-24-1252（内線 5861） 

        e-mail：k-nishihara@nara-jadecom.jp 
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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 2日（月）〜 2月 28日（火） 

抄録受付期間：2023年 1月 2日（月）〜 3月 31日（金） 

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。 
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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 

 

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。 

 

＜ 生涯教育研修会のお知らせ ＞ 

 

「超音波症例検討会（心臓領域）」〔専門-20〕 

 

      講師：鈴木 眞子 会員（天理よろづ相談所病院）他 

      日時：2023年2月8日（水）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】心臓領域について、ディスカッションの時間を設けながら症例検討会を行います。 

会員みなさまの多数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し込みください。 

※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 

し参加登録を行ってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/51829/apply 

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

 Tel  0743-63-5611 内線7447  

e-mail bfc_souta30@yahoo.co.jp 
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「タスクシフトの実際と今後の展望について」〔基礎-20〕 

 

      講師：山下 亜衣 会員（大和高田市立病院） 

      林田 佳保里 会員（奈良県西和医療センター） 

      川邊 晴樹 会員（天理よろづ相談所病院） 

      福本 愛記 会員（宇陀市立病院） 

      日時：2023年2月10日（金）18時00分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：管理運営（生涯教育研修：基礎－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】奈良県におけるタスクシフト/シェア実技講習会も3回が終了し、合計167名の方 

が受講されました。 

実際に受講された方の中には、「この業務をやってみたい！」や「自施設で何が 

できるかな？」、「実際始めるにはどうしたらいいのだろう？」など、色々な思 

いを巡らせておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

今回は「造影エコーの実際」、「リブレ装着の実際」と題し、実際にタスクシ 

フト/シェアの項目を実施している施設の方にお話しいただきます。また「タス 

クシフト研修会に参加して 今後の展望を考える」と題して、大規模および中規 

模病院に所属する技師として何ができるかをそれぞれの視点でお話いただきます。 

皆様にはタスクシフト/シェア業務のこれからを一緒に考える時間になると思い 

ますので、ぜひともご視聴ください。 

※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/50123/apply 

【問い合わせ先】木下真紀（天理よろづ相談所病院）             

 Tel  0743-63-5611 内線7435  

e-mail  cherry.h.maki@gmail.com 
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「奈良若草の会 第５回オンライン企画 〜知りたい！！あなたの夜間・当直業務〜」 

〔基礎-20〕 

 

      講師：倉田 主税 会員（奈良県立医科大学附属病院）他 

      日時：2023年2月13日（月）18時30分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：その他（生涯教育研修：基礎－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】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で結成された会です。  

第５回企画は、夜間や当直業務をどのようにしているか、事前アンケートを基に 

ディスカッションをしていきたいと思っています！！ 

「夜勤」「当直」「夜診」の区分けや施設ごとの業務内容の違いなど、なかなか 

聞けないけど、気になる事を掘り下げていこうと思います。 

今回もネクプロウェビナーを利用してのオンライン研修会の形式で行う予定です。 

当日のご質問やご意見につきましてはチャット方式で募ります。多くの方のご参 

加と多くの質問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し込みください。 

※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 

し参加登録を行ってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/51827/apply 

【問い合わせ先】吉田恭教（奈良県西和医療センター）             

 Tel  0745-32-0505  

e-mail rinken.kyo.yoshida@gmail.com 
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「超音波症例検討会（腹部領域）」〔専門-20〕 

 

      講師：山田 育洋 会員（天理よろづ相談所病院） 

栗岡 利里子 会員（奈良県総合医療センター） 

      日時：2023年2月15日（水）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】腹部領域について症例検討会を行います。 

会員みなさまの多数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し込みください。 

※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 

し参加登録を行ってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/51830/apply  

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

 Tel  0743-63-5611 内線7447 

e-mail bfc_souta30@yahoo.co.jp 
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「2022 年度日臨技・奈臨技サーベイ検討会（心電図）」〔専門-20〕 

 

      講師：竹原 真帆 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2023年2月16日（木）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】2022年度の日臨技および奈臨技サーベイ（心電図）の検討会を行います。当日は 

お手元にサーベイの問題をご準備ください。多数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/51737/apply 

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

 Tel  0743-63-5611 内線3136  

e-mail haikinou@tenriyorozu.jp 

 

「特殊な貧血（CAD・PNH）の診断と治療」〔専門-20〕 

 

      講師：白石 裕紀 先生（サノフィ株式会社 希少血液疾患フランチャイズ） 

堀井 真一郎 先生（アレクシオンファーマ合同会社 PNH・aHUS事業本部） 

      日時：2023年2月17日（金）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】特殊な貧血である発作性夜間ヘモグロビン尿症、寒冷凝集素症を診断するための 

プロセス、治療、最近の知見などについてご講演いただきます。 

※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し込みください。 

※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 

し参加登録を行ってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/51745/apply  

【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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「尿沈査での異型細胞鑑別のコツ 」〔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：2023年2月18日（土）14時00分〜15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】尿沈査では、上皮細胞が様々な形態をとるので異型細胞と鑑別に迷うことがある 

と思います。今回は、細胞検査士の安達技師に形態学的特徴や染色性、細胞集塊 

出現パターンなどについて詳しく解説して頂きますので、鑑別のコツが学べる 

研修会となっております。特に病理検査室や細胞検査士が不在の施設の方で、 

鑑別に困る事がありましたらこの機会に色々と質問をして頂けたらと思っております。 

※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/51600/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 
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「【遺伝子・病理合同講習会】がんゲノム医療について考える 

〜これからの遺伝子検査のために〜」〔専門-20〕 

 

      講師：松長 夢子 先生（八戸市立市民病院） 

佐々木 伸也 先生（堺市立総合医療センター） 

白石 直樹 先生（近畿大学病院） 

小林 史孝 会員（市立奈良病院） 

龍見 重信 会員（奈良県立医科大学附属病院） 

      日時：2023年2月22日（水）18時00分〜19時30分 

      会場：Web開催（YouTube配信） 

      担当：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】近年の病理分野では、「ゲノム」という「目に見えないもの」を扱うようになり、 

技術面だけでなく、環境づくりも課題となっております。そのため、ゲノム検査の 

品質管理として「責任者の設置」、「精度管理の実施と適切な研修の実施」、 

「検査施設の第三者認定」を網羅する必要があります。また、保険診療としての 

「がん遺伝子パネル検査」は、「がんゲノム医療中核拠点病院」等でのみ実施可能 

となっております。このため、今後の遺伝子検査のあり方を考えていくうえで、 

格差なく取り組める環境づくりのための施設間の情報交換が重要になると考えます。 

今回、奈良県以外の各地域における遺伝子検査の現状・課題について、参加者も含 

めた全員で考えたいと思います。 

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2/21までに事前参加申し込みを行なっ 

てください。LIVE配信は2023/2/22 18:00から行いますが、終了後は録画配信に切り 

替わり2023/3/21までご視聴いただけます。 

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/EventPublic/Home.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 

 

 

 

 



 

 

（10） 

 

 

「学会発表のノウハウと論文投稿」〔基礎-20〕 

 

      講師：髙橋 秀一 会員（済生会中和病院） 

      日時：2023年2月22日（水）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催（定員100名） 

      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】学会発表は大変な作業であり、データ収集、プレゼンテーションなど様々な準備 

が必要となります。今回は学会発表に向けて、日頃からの準備やスライド作成の 

ポイント、口演の仕方などを含めて説明いただきます。本研修会で得た知識・技 

術を活用して、会員の皆様に多くの学会で発表頂ければ幸いです。是非とも多く 

の方のご参加をお待ちしております。 

※申し込みが100名を超えた場合は、後日オンデマンド配信を予定しています。 

※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/51155/apply 

【問い合わせ先】小谷 敦志（近畿大学奈良病院）             

 Tel  0743-77-0880  
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「薬剤耐性菌のちょっと深い話」〔専門-20〕 

 

      講師：小松 方 会員（天理医療大学） 

      日時：2023年2月24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】今回は、「薬剤耐性菌のちょっと深い話」と題し、天理医療大学の小松 方先生に 

ご講演頂きます。ESBLをはじめ薬剤耐性菌に精通された先生の講演を聴講し、基礎 

から応用まで知識を深めていきましょう。本講演は日臨技推進となっております。 

※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/51602/apply 

【問い合わせ先】阿部教行（天理よろづ相談所病院）             

 Tel 0743-63-5611 内線8665  

e-mail abepenem@tenriyorozu.jp 

 

「 2022 年度日臨技・奈臨技サーベイ解説会（呼吸機能）」〔専門-20〕 

 

      講師：溝端 亮兵 会員（奈良県立医科大学附属病院） 

      日時：2023年3月2日（木）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】2022年度日臨技および奈臨技サーベイ（呼吸機能）の解説会です。 

一つ一つ問題を確認しながら解答のポイントをおさらいしたいと思います。 

当日はサーベイの問題をご準備ください。皆様のご参加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/51738/apply 

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

Tel 0743-63-5611 内線 3136  

e-mail haikinou@tenriyorozu.jp 
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第５回若草の会企画の事前アンケートへのご協力お願い 

 

奈臨技若草の会 吉田 恭教 

2023 年 2月に奈良若草の会の第５回企画を開催いたします。 

今回のテーマは「休日・夜間の検査業務について」様々な角度から話し合い皆さんの意見を基にディス

カッションをしていきたいと思っています。 

今回も事前アンケートを実施させていただきますので、下記よりアクセスいただき、アンケートにご協

力のほど、よろしくお願いいたします！！ 

 

アンケートフォーム） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrftsF2ZcyyFZM-2tlQ3yqUA1U3LneZxRjr3XJhlIJQuWi-

A/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

アンケート期間）2023 年 1 月 1日～2023 年 2月 10 日まで 

 

 

 

 

  会員・施設状況  （2023 年 1月 1日現在）  

［正会員数］      702名 

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

 [変 更]            3 名              [退 会]  0 名 

 

 

 

編集後記 

 冬本番の寒さの中いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染拡大により、職場においても

欠勤者が増え大変な状況となっております。引き続き感染対策・体調管理に気をつけてお過ごし下さい。 

 

広報委員 K 

 

 

  


