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３日（水）一般定期
４日（木）血液シニア
９日（火）微生物ジュニア
10日（水）一般定期

11日（木）大臨技理事会
12日（金）病理細胞ジュニア
13日（土）臨床化学

献血ボランティア

17日（水）生理定期
18日（木）血清定期
25日（木）生理定期

輸血定期

26日（金）一般定期

平成14年度　通常総会（決算総会）報告

77 月月 のの 行行 事事 予予 定定

大臨技主催の第７回親睦テニス大会を
右記要領にて行いますのでご案内いたし
ます。
第６回テニス大会も63名の参加者で盛
況のうちに終え、毎年恒例の行事となり
ました。「今年こそ、トロフィーを持ち
帰ろう。」と日々、練習に励んでいられ
る貴方、日頃の運動不足解消の為の貴方、
爽やかな秋の風を感じながら最高のリフ
レッシュをしましょう。
男女ダブルスの試合は、どなたとでも
ペアを組めます。（以前の優勝ペアは、
組み替えて下さい。）１人で参加の方は、
当日ペアを決めます。コンソレーション
も予定していますので、１回戦で負けた
方も、まだまだコートに立てます。これ
からテニスを始めようと思っている方に
は、初心者対象のテニススクールも行い
ますので、どうぞ“きっかけ”を作って
下さい。さあ、新しいテニス仲間を作る
チャンスです！ラケットとシューズのみ
でお気軽にご参加を！
Try！　Try！

大臨技の１日テニススクールで、
あなたの生涯スポーツを！

◇日　　時：平成14年９月16日（月）午前９時～午後５時（10時開会式）
◇募集人員：約60人　先着順（初心者のテニススクールも含む）
◇場　　所：マリンテニスパーク・北村（大阪市大正区）オムニコート７面使用
◇参 加 費：（会員）3,000円、（非会員）4,000円

※コート使用料2,500円を含む。
◇申し込み方法：参加希望者は、メールか、葉書で必要事項（１～３）を記入し、施

設毎にまとめて、申し込んで下さい。
（1）テニス大会または、テニススクール参加
（2）レベルの自己申告
Ａ）初 心 者…全く初めての人～テニス歴３ヶ月
Ｂ）初　　級…テニス歴、１年くらいの人
Ｃ）中級以上…テニス歴、２年以上の人

（3）氏名、施設名、施設住所（郵便番号も）、施設電話番号
◇申込締め切り日：７月22日（月）まで

※受付終了後、８月上旬に詳しい案内を送りします。

［申　込　先］〒583-0872 羽曳野市はびきの３－７－１
大阪府立羽曳野病院　細菌検査室　浅井浩次
Mail-アドレス：sunrise88@livedoor.com

［問い合わせ先］下記運営委員まで

府立羽曳野病院 浅井浩次／NTT西日本大阪病院 粂井伸一・坂井雅英／市立松原病院
田中建一／済生会富田林病院 石橋芳元／大阪市立大学付属病院 塩見和彦／ちぬが丘
診療所 比良野和子／大阪鉄道病院 池田桂子・本田純子／住友病院 福井順子／大阪第
２警察病院高岡智子

Let's Play Tennis ==============

第７回
大臨技テニスクラブの
お知らせ

大臨技主催
==========================

平成14年度決算総会が５月23日午
後６時30分より大阪市立大学医学部
４階中講義室にて今井副会長の開会
の辞により開催されました。
朝山会長より「平成13年度は会員

諸氏の協力により、平成13年度事業
が無事終了した。検査以外への取り
組みとして収支管理、地域医療とし
て健康展への協賛、学術部として合

同講習会、地区事業として職能中心
の会員による討議が行われ、当会は
学術と職能の両輪の轍を残してき
た。13年度は昨今の医療情勢の厳し
い中、運営を行った。」との挨拶が
あり、議案書に従って平成13年度の
各部事業報告が行われました。
組織対策部運天理事、渉法部吉本
理事、公益事業部 清水理事、広報部

近藤常務理事、地区事業部 森嶋副会
長、学術部 高橋常務理事より各事業
の終了報告があり、続いて辻理事よ
り予算額と決算額の概要説明、東野
監事より監査報告がありました。
森嶋副会長からの閉会の辞によ

り、総会は午後７時20分に無事終了
しました。



（２） 大 臨 技 ニ ュ ー ス

10 年前にマウンテンバイクで紀伊半島を回って以

来、四国、九州、信州と遠出をするようになっ

た。都会の雑踏を離れ、山の峠を一気に下る感覚は、体

の固体としての存在が消え、透明人間になったように風

が体をすり抜けていくような快感を感じる。その感覚が

忘れられず、年に一度はどこかの峠を登っている。しか

し、その楽しさの反面、峠の頂上までの登りは「何が楽

しくてこんなにつらいのぼりを登らなあかんのや？」と

呟きながらマウンテンバイクを押して歩いている。登り

とくだりは一対で、楽しさを味わうためにはつらい思い

をして登らないといけない、それがつらければつらいほ

ど下りは楽しい。これは日常生活にもありがちなことだ

が、往々にして忘れがちである。今年はどこへ行こう

か？今まで一番高かった峠は大河原峠（長野県）の

2093ｍだった。

（大阪市立大学医学部附属病院　久保田　浩）
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「Webフォーラム」では、一般国民を対象とした臨
床検査技師に対するアンケートを企画しています。こ
の集計結果は国会議員や厚生労働省等へ届ける予定で
す。ぜひとも会員の皆様から一人でも多くの方々にフ

『世界医学検査デー』Webフォーラムのアンケートに協力をお願いします。 

ォーラムの中のアンケートに答えていただけるよう一
般の皆様への広報をお願いいたします。

�Webフォーラム→ http://www.igakukensa.com
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大阪第二警察病院 
国立循環器病センター 
大阪府立三島救急救命センター 
協和会病院 
医誠会病院 
大阪医科大学附属病院 
箕面市立病院 
高槻赤十字病院 
ガラシア病院 
国立循環器病センター 
大阪府済生会茨木病院 
大阪府電設工業健康保険組合
診療所国立循環器病センター 
大阪医科大学附属病院 
大阪医科大学附属病院 
市立枚方市民病院 
大阪市立大学医学部附属病院 
京阪奈病院 
済生会野江病院 
小阪産病院 
阪奈病院 
小阪産病院 
厚生会高津病院 
東住吉森本病院 
関西医科大学附属香里病院 
大阪市立総合医療センター 
淀川キリスト教病院 
北野病院 
住友病院 
大阪府立成人病センター 
育和会記念病院 
大阪赤十字病院 
聖バルナバ病院 
日生病院 
大阪船員保険病院 
大阪府立病院 
河内総合病院 
関西医科大学病院 
大阪市立大学医学部附属病院 
大阪府医師会保健医療センター 
大阪血清微生物研究所 
近畿大学医学部附属病院 
市立岸和田市民病院 
大阪府立泉州救命救急センター 
大阪府立羽曳野病院 
和泉市立病院 
喜多病院 
近畿大学医学部附属病院 
総合病院ＰＬ病院 
大阪労災病院 
岸和田徳州会病院 
総合医療センター市立泉佐野病院 
近畿大学医学部附属病院 
市立岸和田市民病院 
近畿大学医学部附属病院 
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=平成14年度　地区事業部役員= = 平成14年度　学術部世話人責任者 = 
微生物検査 
 
血清検査 
 
血液検査 
 
臨床化学検査 
 
病理細胞検査 
 
生理検査 
 
一般検査 
 
公衆衛生検査 
 
輸血検査 
 
情報システム 
 
卒後教養 
 
細胞性免疫検査 

中　村　竜　也 
 
宮　野　　　章 
 
根　来　利　次 
 
中　島　康　仁 
 
水　口　洋　一 
 
藤　岡　一　也 
 
佐々木　正　義 
 
高　橋　克　己 
 
金　光　　　靖 
 
佐　藤　宏　美 
 
杉　山　恵美子 
 
新　堂　隆　人 

関西医科大学病院 
06-6992-1001 
大阪府立母子保健総合医療センター 
0725-56-1220 
市立泉佐野病院 
0724-69-3111 
松下記念病院 
06-6992-1231 
日生病院 
06-6543-3581 
大阪市立大学医学部附属病院 
kfujioka@msic.med.osaka-cu.ac.jp 
市立吹田病院 
06-6387-3311 
大阪府四条畷府民健康プラザ 
072-878-4480 
近畿大学医学部附属病院 
072-366-0221 
大阪メディカルラボラトリー 
072-245-3638 
大阪府立こころの健康総合センター 
06-6691-2811 
国立大阪病院 
06-6942-1331
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Q 幹細胞採取の業務規定は
どうなるのでしょうか？

幹細胞採取が行われている病院
が沢山増えてきました。そこで、
お聞きしたいのですが実際私の病
院でも幹細胞採取を行っており、
技師が器械の操作をしています。
業務規定はどうなるのでしょうか？
臨床検査技師、衛生検査技師どち

らでも携わることが出来るのでし
ょうか？もちろん患者さんへの針
刺しや抜針は医者です。 （匿名）

Ａ 医師の指導の下、かつ了
解があれば可能です。

本件は細胞採取そのものは医行
為のため技師は無理と考えます。
ただし機器の操作等は範囲がある
と思われますが、医師の指導の下、
かつ了解があれば可能と思われます。
（社団法人大阪府臨床衛生検査技師会）

Q 臨床検査技師の検体採取
について

臨床検査技師の検体採取につい

て、微生物学的検査（アデノウイ
ルス抗原検出等）のため、咽頭粘
膜上皮から綿棒を使用しての検体
採取は可能でしょうか？侵襲行為
になると思われますので不可と思
われますが、いかがでしょうか？

（匿名）

Ａ 臨床検査技師の業務範囲
を超えています。

本件は、明らかに医行為と見な
されますゆえ、臨床検査技師の業
務範囲を超えていると考えます。
（社団法人大阪府臨床衛生検査技師会）

気になるギモンに 
お答えします！ 

時代に合わせて血液検査を進化させる「ＥＸファミリー構想」始動 
　当社は、将来の医療における高度情報化を見据えたマルチメディアおよびネットワーク対応の血液分析装置「多項目自動血球
分析装置 ＸＥ－２１００」を１９９９年に発売しており、その先進的なコンセプトがお客様からご好評いただいております。 
　今回の「ＸＥファミリー構想」とは、このＸＥ－２１００を中心として、分析装置の品揃えの追加により、検査を取り巻く環
境変化に分析装置を適合させていくというものであり、ファミリーの商品として「多項目自動血球分析装置 ＸＴ－２０００ｉ」
を発売しました。 

＜主な特徴＞ 
　◆ネットワーク 
　　　ＯＳにWindows2000、イーサネット対応 
　◆ターン・アラウンドタイム（ＴＡＴ）の短縮 

全検体ＲＥＴオーダーでも80検体／時間の処理能力、
１検体測定結果報告に40秒 

　◆コストパフォーマンス 
低電力な半導体レーザーを用いたフローサイトメトリ
ー法を採用 
オーダー別ディスクリートにより、４種類の測定モー
ドの切り換えが可能 

 

 
　◆ＸＥ－２１００ファミリー構想 
　　　当社ＸＥ－２１００と同じ原理・試薬 
　◆コンパクトサイズ 
　　　省スペースな卓上タイプ 
　◆ＳＮＣＳ 
　　　オンラインサポート　 
　　　オンラインＱＣ 
　　　Web情報サービス　 

・測 定 項 目：白球計数項目８項目 
白血球分類項目10項目 
網赤血球項目３項目、 
解析項目10項目（合計30項目） 

・処 理 能 力：最大80検体／時間 
・所要血液量：80μ�（マニュアルモード） 

150μ�（サンプラモード） 
・本 体 寸 法：幅530㎜×高さ630㎜×奥行500㎜ 52㎏ 

〒564-0053　大阪府吹田市江の木町17－１　江坂全日空ビル 
ＴＥＬ（06）6337-8300

CBC CBC＋DIFF

SBS＋DIFF＋RET CBC＋RET 仕　　　　　　　　　　　　様 

今月のいちおし 

＊今月号より機器・試薬紹介のコーナーを新設いたしました。第一弾は「Ｓｙｓｍｅｘ　ＸＴ－２０００ｉ」です。 

多項目自動血球分析装置 
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✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾ 事務局から ✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

１．平成14年度会費納入が未納の方は，できる限り早い時期に納入してください。

詳細は大臨技ニュース156号（１月）、157号（２月）をご覧ください。

２．会員の「継続」、「入会」、「異動」などの届出は、日臨技ホームページのJAMTIS、ま

たは所定用紙の郵送でお願いします。TEL、FAXでの届出はご遠慮ください。

なお、JAMTISによる届出方法に関する詳細、所定の郵送用届出用紙の綴じ込みは、

会誌「医学検査2002年１月号Vol.51、NO.1」「大臨技会報185号」に掲載されています。

３．「会員証」「パスワード」の再発行も同様です。特に会員証再発行は有料（300円）

ですのでご了承下さい。

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

皆さんのご意見、情報等お待ちしております。

FAX：06-6644-1128 E-mail：imai@osaka-amt.or.jp
郵送の場合は大臨技事務所までご送付下さい。

最近、業務に追われながら思い出すこ
とがある。私が初めて検査技師として働
いた職場での上司の姿である。
現在の職場は２人で検査科の業務を上
下関係なく担っているのだが、お互い検
査の経験はあっても検査室の運営に直接
関わるのは初めてというのが実状であ
る。前任者から短期間で引継いだ業務内
容を重視し継続していくも、実際は自ら
が考えて行動しなければならないことがほ
とんどで、ミスを犯した場合当然のことだ
が自分で後始末をしなければならない。
そこで思い出したのが、文頭に記した
元上司のことである。当時の私は検査技
師になりたてで、経験も浅いくせにプラ
イドだけは高い嫌な奴だったと、今だか
らこそ反省できるのだが、その当時はわ
かるはずもなく、ミスを連発しては上司
に尻拭いをしてもらっていた状況だっ
た。そのような状態にも関わらず、業務
上の提案を上司から受けても、「できま
せん」とか「無理です」と平気で口にし、
何かと反発する、かわいらしくない部下
であったと思う。そんな私を彼女は根気
よく面倒を見てくれていたので今となっ
ては感謝せずにはいられないのは当然で
あろう。仕事が終わってからもよく飲み
に連れて行ってもらったが、部下を「し
つけるときはしつける」、「楽しませると
きは楽しませる」というふうに切り替え
の上手い人だったように思う。
仕事を続けていく上でどんどん大きく
なっていくもの、それは「責任」という
名の重圧感である。しかし、これに耐え、
乗り越えることができたならば、その先
には「やりがい」と少し成長した自分を
見つけられるのだと信じている。

（山田　真規子）

今年度1回目の『献血の呼びかけ』を行ないます。

ほんわかボランティア ⅩⅦ
献血推進委員会

会員のみなさま、蒸し暑い日々が続きます。毎年この時期から夏の
暑い時期が過ぎるまで献血者の数が不足しています。しかし、輸血を
受ける患者さんは減りません。皆様の献血に対するご協力が必要です。
お蔭様で大臨技としての献血活動は今回で16回目を迎えることが出

来ました。献血推進委員会としてはこの回数に満足することなく更に
気持ちを引き締めて献血ボランティア活動を推進していきたいと思っ
ています。会員のみなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

日　　時：平成14年７月13日（土）10：00～15：00
場　　所：難波グリーンガーデン（南海難波駅北すぐ）
参 加 費：1,000円（抄録集代含む）
活動内容：献血への協力、呼びかけ

（献血キャンペーンティッシュの配布）
評 価 点：Ｂ－10点（午前だけ、午後からの活動参加でも結構です。）


