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▼

会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、お健やかな

る新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。今年もよろしくお願いします。

さて、「平成大不況」といわれるここ数年世情は極めて厳しい状況にあります。

医療業界もまた然りで、とりわけ医学検査分野においてはそれが最も強くあらわれている現状

です。一方、世界に目を向けると「自爆テロ」という未曾有の大事件が起こり、全世界をして

恐怖と混乱の渦に巻き込まれました。新世紀の幕開け一年にしてこのような状況になると将来

が危惧されるところです。

話を戻して、我々の検査部および臨床検査技師会においても将来性は？と問われるとどうで

しょうか？確かに情勢は厳しいものがありますがこういう時機であるからこそ「検査部」・

「臨床検査技師」の存在価値をアピールすることが大切と想われます。今日、「チーム医療」な

る言葉が盛んに使われていますが元来「チーム医療」は医療従事者にとってはごく普通のこと

であり、要はどう携わっていくかでしょう。それには私達臨床検査技師一人一人が意識改革を

して学術・技術のみならず職能面からも努力・研鑽を重ね国民の健康保持に貢献することだと

考えます。今や、「議論」の時から「実践」の時であることを念頭に一歩踏み出しましょう。

新年挨拶としては、少々厳しくなりましたがお許しを願うとともに「大臨技」におきまして

もこれらを踏まえた事業を行う所存です。会員皆様にはご理解・ご協力を賜りますことと、皆

様方の益々のご繁栄とご健勝を祈念して挨拶にかえさせていただきます。

新年のご挨拶
�大阪府臨床衛生検査技師会

会　長　朝　山　　　均均

「あなたも学士を目指してみませんか」
～私たちは技師会の有志で、毎年放送大学に集団入学しています～

（2000年「医学検査」７月号掲載「放送大学を利用してあなたも学士号を」参照）

学士までとはいかなくとも、放送大学には教養の幅を広げる数多くの教科が存在します。集
団入学をすれば入学金が半額になります。集団入学の手続きの締め切日は２月８日（金）です。
大学案内等ご希望の方はご連絡下さい。

お問い合わせ先：大阪府立万代診療所　川井　和久
TEL：06－6693－7660
E-mail：mandaishinryosho-g22@sbox.pref.osaka.jp 

放送大学集団入学のお知らせ



平成13年度大臨技学術部生涯教育推進講座のご案内

日　　時：平成14年１月12日（土）15：00～17：00
場　　所：和光純薬工業株式会社　６階会議室

大阪市中央区道修町３－１－２
内　　容：卒後生涯教育講座講演会―機能する院内事故防止体制構築のポイント―

患者取り違え事故をはじめとして、次々と医療事故がマスコミで報道される中、医療
機関も医療技術の向上だけでなく、過誤防止と安全対策、事故対策の整備が急がれてい
ます。わたしたち検査技師も、患者様の安全や予後に深く関わる業務が増えてきており、
また、病院の過誤防止対策や安全対策に関与される方もいらっしゃると思います。今回
は、事故防止に関する考え方、どのように取り組んでいけばよいかを講演していただき
ます。また、大阪大学医学部附属病院で構築し運用されている、病院情報システムを利
用したインシデントレポーティングシステムもご紹介いただきます。多くの方の参加を
お待ちしています。

講　　師：大阪大学大学院　医学系研究科　社会環境医学　中島　和江
参 加 費：一般、賛助会員 500円、非会員 3,000円（日臨技会員証をご持参下さい）
評 価 点：Ａ－10点
連 絡 先：学術部　卒後教養部会　責任者　金光　靖

近畿大学附属病院　輸血部
TEL：0723－66－0221（内線2191）

輸血用血液の安全性は飛躍的に向上していますが、その中心は核酸増幅検査（ＮＡＴ）にあるの
ではないでしょうか。血液センターの感染症検査の現状についてご講演いただく予定です。

血清検査部会定期講習会のお知らせ

日　　時：平成14年１月17日（木）18：30～20：00
場　　所：㈱アズウェル　大阪本社本館８階大会議室

大阪市中央区石町２丁目２番９号
地下鉄谷町線天満橋駅、京阪電車天満橋駅下車、南西へ徒歩約５分

テ ー マ：最近の感染症検査について－血液センターの立場から－
講　　師：大阪府赤十字血液センター　検査二係長　大谷　智司
参 加 費：会員 500円（大臨技、近臨技会員および賛助会員）、非会員 3,000円
評 価 点：Ｃ－10点
連 絡 先：宮野　章

大阪府立母子保健総合医療センター検査科
TEL：0725－56－1220（内線2068）
E-mail：miyano@mch.pref.osaka.jp

学術部　血清検査部会



皆様、新年明けましておめでとうございます。まだまだ、お屠蘇気分が抜けない方もおられると
思いますが、早々自由集会のご案内です。テーマは「最近の細菌の話題とカナダからの手紙」です。
自由集会ならではの誰もが参加でき・分かり易い・楽しい勉強会を企画しておりますので、お誘

い合わせの上、とにかくとにかくとにかく多数ご参加下さい。（とにかく理由：後述）
もちろん、他支部および企業の皆様の参加もお待ちしております。

第10回　大臨技南支部生涯教育自由集会のご案内

日　　時：平成14年１月12日（土）15：00～17：00
場　　所：大阪府立看護大学　Ｂ１視聴覚教室

羽曳野市はびきの３－７－30
会場に関するお問合せ（TEL）は
前日までは　0729－50－2111（内線3041）
当日は　　　090－1242－9554（いずれも　臨床検査学科　近藤）

交通アクセス：下図参照
※なお、お車でのご来場も可能ですが、駐車スペースに限りがありますので可能な
方は公共交通機関をご利用下さい。

内　　容：「抗抗酸菌抗体検出キット、マイコドットの紹介」
講師　川角修司（ラムコジャパン）

「抗酸菌検査の現状と今後の展望」
講師　新田忠善（国立療養所近畿中央病院）

「カナダ研修報告－日本とカナダの臨床検査技師、なにが同じでなにが違うの－」
講師　近藤　弘（府立看護大医技短部臨床検査学科）

服　　装：土曜は休校日のため、暖房が入りません。少し重装備でご来場下さい。
とにかく多数参加、皆様の熱気が唯一の暖をとる手段です。お待ちしております。

参 加 費：会員 500円、非会員 3000円
評 価 点：自由集会　Ａ－10点（当日、会員カードを必ずご持参下さい）
お問い合わせ先：南支部長　中江健市（近畿大学医学部附属病院）

TEL：072－366－0221（内線2183）
＊自由集会終了後、駅前に場所を移し懇親会を予定しております。参加しお酒を飲
まれる方はお車でのご来場は控えて下さい。（参加費は当日、別途徴収致します）
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第16回　大阪病理技術研究会のお知らせ

日　　時：平成14年１月26日（土）13：00～18：00
会　　場：㈱アズウェル新館８階会議室

大阪市中央区石町２－２－９
受 講 料：会員 500円、非会員 3000円（参加者は日臨技会員証をかならずご持参下さい）
評 価 点：Ｃ－10点
お問い合わせ先：�大阪がん予防検診センター　布引　治

TEL：06－6969－6718
E-mail：bxr00@ja2.so-net.ne.jp

プログラム：要望講演Ⅰ／13：00～13：40
「免疫組織化学染色の新しいトピックス」
㈱ニチレイバイオサイエンス事業部　小野麻紀子

要望講演Ⅱ／13：40～14：40
「Hercep Testの最近の知見と、今後の分子標的治療の展望とスクリーニング検査の意義」
㈱ダコジャパンIHC部　橋詰　薫

教育講演／14：40～15：40
「病理検査における感染防止対策－プリオン、TBから身を守るために－」
大阪医科大学附属病院　森川　政夫

―休　憩／15：40～16：00―
特別講演／16：00～17：00
「病理細胞診検査の自動化・迅速化の最新トピックス」
サクラファインテックジャパン株式会社　石塚　悟

特殊染色コンペ／17：00～18：00
「エラスチカワンギーソン染色」
大阪府立成人病センター　中川　菊一

※研究会終了後、懇親会予定しております。多数のご参加お願い申し上げます。

第11回　学術部講演会開催のお知らせ

日　　時：平成14年２月23日（土）14：00～16：30
場　　所：㈱アズウェル新館８階大会議室

大阪市中央区石町２－２－９
テ ー マ：院内感染を考える～様々な角度から見た院内感染～
参 加 費：会員 500円、非会員 3,000円
評 価 点：Ｂ－10点

※詳細につきましては次号に掲載させていただきます。



地区事業部

施設連絡者会議と地区懇談会のお知らせ

地区事業部では下記の事業を行いますので、奮ってご参加下さい。
地区懇談会では『業務変革－検査室を発展させるために－』をテーマに自由集会を企画しておりま
す。具体的な業務変革の内容を各支部毎に発表していただきます。詳細につきましては、２月号に
お知らせします。

日　　時：平成14年２月９日（土）
施設連絡者会議　11：00～12：00
地区懇談会　　　13：30～17：00

場　　所：医療研修センター（阿倍野メディックス７階研修室）
大阪市立大学医学部附属病院隣り

連 絡 先：近畿大学医学部附属病院　中央臨床検査部　森嶋　祥之
TEL：0723－66－0221（内線2185）

一般検査講習会のお知らせ

今回『一般検査トピックス集』として３部構成とし、第１部では日臨技一般検査全国研究班の油野班長に「尿
試験紙検査法」JCCLS指針提案について尿定性検査の臨床的意義も含めてお話いただきます。
また、第２部では、今年発売された尿・便検査機器について、各メーカーの担当者の方々にご紹介いただきます。
さらに、第３部では一部販売が中止されることになった尿沈渣染色液の問題についてメーカーのご意見を伺う
ことにいたしました。
どうぞ今年度最後の一般検査講習会にふるってお越しください。

日　　時：平成14年１月19日（土）13：30～17：30
場　　所：和光純薬工業株式会社　６階会議室

大阪市中央区道修町３－１－２
内　　容：一般検査トピックス集

１）13：30～15：00 ☆実りつつある標準化への努力
「尿試験紙検査法」JCCLS提案指針と尿定性検査の意義

油野　友二　　金沢赤十字病院
２）15：10～16：50 ☆進歩する自動化機器（社名の五十音順にご紹介いただく予定です）

「今年発売された主な機器について」
◎全自動尿中有形成分分析装置「U－SCANNER」（東洋紡）の紹介

舛岡　正二郎　東洋紡績株式会社　敦賀バイオ研究所
◎全自動尿中有形成分分析装置「U－SCANNER」の使用経験

井野上　章　　高槻赤十字病院
◎新しい全自動尿定性分析装置「URISYS 2400」の紹介

宮前　英治　　シスメックス株式会社
◎便潜血検査用自動分析装置「ヘモリアス　200」の紹介

小川　ひろみ　国際試薬株式会社
◎（予定）全自動尿分析装置「US－3100R」について

栄研化学株式会社
３）17：00～17：30 ☆尿沈渣用染色液の今後の問題（S染色液の一部メーカーの発売中止によせて）

国際試薬株式会社　他



去る11月17日（土）に弁天町パラディッソにて第２回ボウリング大会が開催されました。当日は
33人の参加者が集まり、豪華な賞品を獲得しようと、皆さんも普段の講演会等のと時とは違った真
剣さで盛大なボウリング大会となりました。来年はボウリング場を借り切るぐらい多数の参加者が
あることを期待しております。

ボウリング大会の各賞は以下のとおりです。
個人 優勝　富士　慎一郎（ニットーボー）

２位　山内　康弘（アズウェル）
３位　小塚　恒弘（第二警察病院）
５位　内藤　昭智（近畿大学附属病院）
10位　宮崎　英子（高津病院）
15位　前田　富士子（ガラシア病院）
20位　浜田　けいこ（東芝メディカル）
25位　外尾　麻美（谷口クリニック）
30位　大西　誠（結核予防会）
ブービー賞 沼本　ゆきお（谷口クリニック）
ブービー
メーカー賞 岡林　みずほ（大手前病院）

団体 優勝　浅香山病院・ニットーボー・藍野病院チーム（永井均・富士慎一郎・武岡真由美）
２位　第二警察病院・ガラシア病院チーム（相馬英一・小塚恒弘・前田富士子）
３位　アズウェル・小阪産病院チーム（前田優・山内康弘・栗本幸司）
ブービー賞 大手前病院チーム（小林喜志郎・岡林みずほ・橋本佐代子）
ブービー
メーカー賞 多根病院・谷口クリニックチーム（竹浦久司・沼本ゆきお・外尾麻美）

大臨技ボウリング大会開催される
広報部　宮崎英子

ニットーボーメディカル㈱　大阪支店　富士慎一郎
今回初めて、大臨技主催のボウリング大会に参加させて頂きました。和やかな雰囲気の中で、楽しくプレー

させていただき、スコアーも上々でした。賞品のＣＤプレーヤー、ありがたく使わせていただいております。
次回も参加したいと思います。主催関係者の方々、本当にお疲れ様でした。

谷口クリニック　外尾麻美
初めてボウリング大会に参加しました。私が足を引っ張ったので、チームとしては最下位でした。とても残

念です。たくさんの技師さんと知り合うことができました。また、仕事についての相談などもできる機会を作
っていただいたことを嬉しく思います。
皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。楽しいですよ。

渉法部　ガラシア病院　前田富士子
ボウリングは誰にでも手軽にできて、適度な運動量のスポーツです。参加した個々人すべてが楽しめるスポ

ーツも、そう多くないと思います。日ごろの運動不足のおかげで、翌日・翌々日の筋肉痛も覚悟の上。参加さ
れた皆さんお疲れさまでした。表彰式では賞品がたくさんの手に行き渡り、懇親会はお腹いっぱい飲んで食べ
て新しい友達の輪があちらこちらで拡がっていました。今回は初参加でしたが、このイベントを一人でも多く
の方に味わっていただきたく、来年度にはいっそうの広報活動に励みたいと思います。

ボウリング大会に参加して



今回、主人を通して公益事業部講演会“手話の世界へ～はじめの一歩～”に参加させていただきました。
元々、手話には興味を持っており、職場である病院にも聴力障害者の方も入院される事があるので、家で本や
ビデオなどで手話の勉強しているところでした。実際、聴力障害者の方とどのように対応すればいいのか、わ
からないことがたくさんあります。しかし、講演会で公益事業部の方のお話を聞いたり、聴力障害者の方の手
話講座を通して、益々、手話に興味を持ち参考になりました。また、これからも手話講演会をしていただけれ
ば、うれしく今度は職場の友人にも声をかけ参加できればと思います。

市立豊中病院　看護部　　清水　一美

手話講演会に参加して

団体優勝

浅香山病院
ニットーボー
藍野病院 チーム

団体準優勝

第二警察病院
ガラシア病院　チーム

団体3位

アズウェル・小阪産病院　チーム

参加者総勢33名で。



お知らせ

これまで会費納入後、大臨技より手書きの領収証を発行し、郵送していましたが、次年度（平成

14年度）より、郵便振込の際に渡される半券の領収書をもってこれに替えることにいたしました。

会員の皆様方にはあらかじめご承知おきくださいますようお願い申しあげます。なお、従前のよう

な手書きの領収証を特にご必要とされる方は別途事務所のほうへご依頼ください。

編集後記
あけましておめでとうございます。本年も大臨技ニュース共々よろしくお願いいたします。
日常、クリニックに来られる患者さんを見ていて思うのだが、その人の抱える人生は憶測することし

かできない事に歯がゆさを覚える時がある。病状とその人の性格や習慣は影響し合っていることが多い
からである。精神面での影響は特に大きいらしく、診察室は時に、悩みの相談室となっていることも少
なくない。（ちなみに、うちは消化器科である）
高齢者の方の割合が多いのであるが、人間波はあれど、何もない人生などあり得ないので、平凡だと

いっても歳を重ねればそれだけで立派な経歴を持っていることになる。しかし、残念ながら全てを語っ
てもらっていては時間が足りるはずもない。私としては、聞こえてくる会話をかいつまんで、その人生
を組み立ててみたりするのだが、自叙伝を出せるのではないかと思うくらいの方もいる。
自分を語ることが症状改善にある程度役立っていることから、やはり会話というのは、人間が生きて

いく上でとても重要な要素になっているのだとつくづく感じている。（中西　真規子）

なお、納入されない時（継続の方）は会誌「医学検査」が中断されますので念のためご案内

します。

なお、新入会の方は、入会金6,500円（日臨技2,000円、大臨技4,500円が加算されますので、

合計21,500円となります。

①　日本臨床衛生検査技師会

②　大阪府臨床衛生検査技師会

③　近畿臨床衛生検査技師会

合　　　計

10,000円

4,700円

300円

15,000円

なるべく施設毎に、まとめてお振り込み下さい。納入の際は必ず施設名と施設番号、会員番号

をご記入下さい。

注意！平成13年度から会費納入時期が早くなっています。
会員管理システムの開始により、会費納入は1月31日までにすませてください。

振り込み方法はこれまでと同様に郵便振込みです。

平成14年度　会費納入のお願い

納入金額

～～～～～～～～～～～


