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大臨技ニュース 大臨技ニュース 大臨技ニュース 
情報組織部 「第２回 職域部会」開催のお知らせ 

学術部講演会のご案内 

 
　平成２０年１１月７日（金）　19：10～20：20 
 
　大臨技事務所 
　（大阪市阿倍野区旭町１-１-28 ニチマンビル ４F） 
 
　「人事管理」 
 
　技師長クラスの会員 
 
　無料 
 
　30名程度 
 
　専門教科-20点 

 
1. 
 
 
 
 
2.

 
講演 
「人事考課制度の実際」 
～人事制度・評価制度・給与制度～　 
橘会東住吉森本病院　運天 政五郎 
 
ディスカッション 

内　容 

 
大阪府立成人病センター臨床検査科　井戸田 篤 
FAX. 06-6981-8377

日　時 

場　所 

 
1.
 
 
日 時  
会 場  
テーマ 

 
 
： 
： 
： 

 
救急措置講演会 

平成２０年１０月７日（火）　18:30～20:00 
関西医科大学付属滝井病院　南館2階臨床講堂 
「あなたの勇気が命を救う！」 

 
講 師  
 
評価点 
参加費 

 
： 
 
： 
： 

 
大阪医科大学　総合診断・治療学講座救急医学教室 
准教授 西本 泰久 
基礎教科-２０点（会員証をお持ちください） 
無料 

2.  
日 時  
会 場  
定 員  
参加費
申込先 

 
： 
： 
： 
： 
： 

第2回大阪府臨床検査技師会ICLSコース（事前申込み制） 
平成２０年１１月３０日（日）8:30～ 
済生会中津看護専門学校（済生会中津病院敷地内） 
12名（応募多数の場合は抽選：1施設1名とさせていただきます） 
会員2,500円　非会員5,000円 
関西医科大学附属枚方病院臨床検査部　高田 厚照 
FAX：072-804-2869

◆コースメディカルディレクター 
　済生会中津病院 循環器内科　木島 洋一 
◆コースコーディネーター 
　協和会病院　　　　野口 智幸 
　済生会野江病院　　山崎 正之 
　住友病院　　　　　吉野 知治 
　済生会中津病院　　衣笠 宏 

内　容 

ICLSコース申し込み方法 

連絡先 

テーマ 

対象者 

参加費 

募集人数 

評価点 

　前回に引き続きテーマは「人事管理」です。今回は、具体的な人事考課制度について 
ご紹介していただいた後、討論会をおこなう予定です。 

　もし、目の前で誰かが倒れた時、あなたは何ができますか？　病院は勿論、駅、空港、学校、ショッピングセンターと
行く先々でAED (自動体外式除細動器）を目にする機会がぐっと増えたと思います。AEDの使用は一次救命処置に
あたり、我々医療従事者でなくても誰にでも出来る事です。だから一般の方は、医療従事者は誰でも簡単にAEDを
扱うことが出来ると思っているのでは。白衣を着ているあなたは当然、AEDを使うことは朝めし前？・・・。そんなあ
なた、時間外処置室から急にヘルプを頼まれたらどうしますか。何も出来ずに仁王立ち、ちょっと恥ずかしいかも。
そうなりたくない方、検査室や採血室で患者が急変したとき何をしたらいいのか・何を手伝えるのか？と常日頃思わ
れている方、この機会に心肺蘇生法について学んでみませんか？ 
　でも、なんだか難しそう…そう思う前にまず一歩踏み出しましょう。あなたのその一歩が心臓突然死を減らして
いく一歩になるのです。そして、二歩、三歩・・・、ちょっとカッコいいかも！ 
　今年度も救急処置に関する企画を計画しました。まず、耳から情報を取り込みましょう（講演会に行きましょう）、
次に体を動かしましょう(ICLSコースに参加しましょう)、そして次の人に情報を伝えましょう（第1回ICLSコースを
受講された方の中で、今はインストラクターとして活躍されている方もいます）。 

※参加希望者はFAXかJAMTIS　
http://jamtis.jamt.or.jp/jamtis/   にて事前登録願います。 
可能であれば、参加申込み時に連絡先メールアドレスをご記入願
います。 
なお会場の都合上、先着順とさせていただきます。 

氏名、生年月日、施設名、検査技師登録番号、連絡先住所、電話番号、FAX番号、資料送付先住所、 
メールアドレス（携帯不可）を明記し、上記の申し込み先にFAXでお申し込みください。 
募集期間：10月14日～24日 
1. 2. ともに 
連絡先：関西医科大学附属枚方病院 臨床検査部　高田 厚照　E-mail：takada@hirakata.kmu.ac.jp



（12）大臨技ニュース 

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。 

11月号の原稿〆切は10月5日（日）、12月号は11月4日（火）です。 

　 

 

 

 

 

　今月から紙面リニューアルいたし

ました。（6年半ぶり） 

内容は講習会等の案内と報告を中心

におなじみのラインナップですが 

今後も充実させていく予定です。 

  

　 

　大臨技ホームページ、メールマガ

ジンとあわせて、会員のみなさんに

役立つ情報をわかりやすくタイムリ

ーにお届けしたいと思います。 

講習会のお供に、また読み物として、

これからもお付き合いのほどよろし

くお願いいたします。 

　　　　　　（広報　山田 真規子） 

大臨技事務局からのお知らせ 大臨技事務局からのお知らせ 大臨技事務局からのお知らせ 

会費は前納制をとっています。 
継続の方で未納入の方は日臨技からの会誌「医学検査」が
中断されますので、念のためご案内いたします。 

① 
② 
③ 

日 本 臨 床 衛 生  
大 阪 府 臨 床  
近 畿 臨 床  

検 査 技 師 会  
検 査 技 師 会  
検 査 技 師 会  

10,000円 
4,700円 
300円 

原則として領収書の発行は行いません。郵便振込みの際に渡
される半券の領収書をもって大臨技会費領収書とさせていた
だいています。従前のような手書きの領収書を特に必要とされ
る方は別途大臨技事務所へご依頼ください。 

新入会員の方は、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。 
（入会手続きもあわせて行なってください。） 
  
継続納入の際は必ず「施設名」と「会員番号」をご記入ください。 
  
会員の「入会」「継続」「異動」などの届出は、日臨技ホームペ
ージのJAMTIS、または所定の用紙の郵送でお願いします。 
　 
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日臨技会誌「医学検査２００８年１月号
Vol．５７、No.１」に掲載されています。 
※届出用紙については、日臨技のホームページからでも入手できます※ 

郵送による届出先はすべて「大臨技事務所」あてにお願いしま
す。特に住所変更については、必ず届出をしてください。 

合　　　計 

納入金額 

15,000円 



平成２０年１０月８日（水） 18：30～20：00
日　時 

会　場 
大阪鉄道病院　3階講堂 
参加費 
会員500円　非会員3,000円 
連絡先 
大阪赤十字病院検査部　山下 己紀子 
E-mail：yamashita.osaka.red@apost.plala.or.jp

内　容 
「糖尿病とストレス」　”うつとの関係” 
講師：明生病院　岡本 幸子　 
1.

テーマ：こんな時あなたはどうする？？ 
「糖尿病患者さんと検査技師の関わりから」　　　  
講師：大阪市立北市民病院 糖尿病チーム 
　　 森本 光俊　横田 裕香 ほか 

2.

　“もしこんな患者さんがいたらどう対処する？よくあるこんな質問にどう答える？“ 
事例を交えながら、行動の変化ステージに応じた対処法と自己血糖測定を中心に、検査技師だからこそチームのなかで

力を発揮できるところをみんなで一緒に勉強しましょう！ 

10月の大阪超音波技術研究会は特別編として、 
札幌ことに乳腺クリニックの白井先生をお招きして乳房

超音波に関する講演会を開催します． 

情報組織部　チーム医療部門　糖尿病療養指導部会からのお知らせ of Seminar
Information

糖尿病療養指導部会　定例勉強会 評価点：基礎教科-20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

●大切なお知らせ● 
今回より会場の大阪鉄道病院では院内セキュリテイ強化のた
め、勉強会に参加される方は技師会の会員証を夜間出入り口
の守衛室に提示してください。 

糖尿病療養指導士認定のための更新単位（第１群）：0.5単位 
※CDEJの方は認定機構発行の「学会・研修会出席証明書」

を各自持参して参加証明印をもらってください 

 
of Seminar

生理検査部門　定期講習会 

平成２０年１０月２３日（木） 18：30～20：00
日　時 

会員500円　非会員3,000円 
参加費 

大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部 
藤岡 一也 
E-mail：kfujioka@med.osaka-cu.ac.jp

連絡先 会　場 
大阪医療技術学園専門学校 

講　師 
大阪医科大学附属病院　和田 晋一 

テーマ 
呼吸機能入門、患者に喜ばれる呼吸機能検査のコツ（仮題） 

超音波による組織型推定 
講師：住友病院　尾羽根 範員 
乳腺疾患において、超音波画像から組織型を推定することは、
診断率を高めるうえで有用とされていますが、実際に比較して
みると，一致しないことも少なくありません。 
組織型推定のポイントともにその問題点について解説します。 

1.

治療を踏まえた超音波検査 
講師：札幌ことに乳腺クリニック　白井 秀明 
超音波検査は存在診断，質的診断とともに拡がり診断にも有用
で、それらを把握することは乳癌治療において極めて重要で
す。乳癌の治療についての簡単な解説とともに、治療を踏まえ
た超音波検査のポイントについて解説します。 

2.

症例検討 
各種乳腺疾患の具体的な症例について画像判読を行い
ます。 

3.

評価点：専門教科‐20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

学術部　生理検査部門からのお知らせ 
Information

評価点：専門教科‐20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

内　容 

大阪超音波技術研究会　乳房超音波講演会　 

平成２０年１０月２６日（日） 9：30～12：30

第151回大阪超音波技術研究会（第8回体表部会） 
日　時 

1回500円　年会費2,000円（定例研究会と通年扱い） 

住友病院　尾羽根 範員 
E-mail：obane-norikazu@sumitomo-hp.or.jp

連絡先 

会　場 

参加費 
住友病院　１４階講堂 

日程も定例研究会とは異なり、 
日曜午前の開催となりますのでご注意ください。 

（2）大臨技ニュース 



学術部　生理検査部門からのお知らせ 

●申し込みについて● 
事前申し込み制の予定です。 
定員300名（医師150名，技師150名） 
詳細は、会員登録メールまたは大臨技ニュースにて随時
ご連絡いたします。 

ファイザー株式会社 
共　催 

近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部 小谷 敦志
E-mail：akotani@kensa.med.kindai.ac.jp

連絡先 

シリーズ・最新超音波装置事情 
担当：GEメディカルシステムズ 

1.

症例検討会「ひとつひとつの症例の奥深さと実用性」 
講師：大阪大学医学部附属病院　小林 裕美子 
　　 岸和田市民病院　六尾 哲 
　　 済生会野江病院　山崎 正之 

2.

中級者対象の研究会ですが、難しく聞こえることも何度も聴講することで、理解できる日が来ることと思います。 
皆様方お誘いのうえ、多数のご参加をお待ちしております。 

ＯＳＡＫＡ心エコー研究会 

OSAKA心エコー研究会・血管エコー研究会 
コラボレート特別企画ハンズオンセミナー 
「心血管エコーの実践とエビデンス～脳卒中と心血管病の撲滅を目指して～」 

評価点：専門教科‐20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

２００８年１０月１０日（金） 18：30～ 
日　時 

平成20年度・年会費参加者3,000円 
（年会員は特別企画・特別講演で優遇） 
今回のみの参加者は500円 

参加費 

会　場 
関西医科大学附属滝井病院 南館臨床講堂２階 

２００８年１１月３０日（日）　10：00～13：15
日　時 

会　場 
梅田スカイビル 

平成20年度テーマ 

平成20年度・第5回（通算130回） 

エコーの奥深さと実用性．どこまで必要か？ エコーの奥深さと実用性．どこまで必要か？ エコーの奥深さと実用性．どこまで必要か？ 

内　容 

特別企画・特別講演を含む計8回開催を予定 

平成20年度・第6回（通算131回） 

Theme
Theme

平成平成
20年
度年度
 

特別
企画

特別
企画
 平成

20年
度 

特別
企画
 

特別講演 

講 演  

第1部 

近畿大学医学部　循環器内科 准教授 
平野 豊 

座  長  ： 

幸楯会OBPクリニック 検査部　尾崎 俊也 
大阪大学臨床医工学融合教育センター 大学院医学系研究科
循環器内科 特任教授  山本 一博 

「心臓」 ： 
： 

国立循環器病センター生理機能検査部 久保田 義則 
松尾循環器科クリニック 院長　松尾 汎 

「血管」 ： 
： 

「血管エコー診断：如何に臨床に活かすか？」 
講師：松尾循環器科クリニック 院長　松尾 汎 

「実践的心血管エコー、その計測値をどう生かすか」 

1： 

「心臓疾患の病態把握と治療方針決定に 
　役立つ心エコー法による心機能評価」 
講師：大阪大学臨床医工学融合教育センター/
　　 大学院医学系研究科 
 　　循環器内科 特任教授　山本 一博 

2： 

分科会（分科会A、および分科会Bどちらかのみの参加です） 
第2部 

【分科会A】 エコー検査の実践的レクチャー 

心臓から、血管まで幅広い実技講習です。 
 （エコー機器１６台予定） 

【分科会B】 心血管エコーハンズオンセッション（事前登録制エコー検査実習） 

of Society
Guide
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北野病院 

平成２０年１０月２９日（水）　18:30～20:00
日　時 

会　場 
大阪市立大学医学部　４階小講義室１ 
参加費 
会員500円　非会員3,000円 
連絡先 
近畿大学医学部附属病院　中央臨床検査部　岡田 和敏
TEL：072-366-0221 内線 2181 E-mai：kz-okada@kensa.med.kindai.ac.jp

学術部　免疫血清検査部門からのお知らせ 

学術部　病理細胞検査部門からのお知らせ 

of Seminar
Information

of Seminar
Information

平成２０年１１月８日（土）　14：30～17：00
日　時 

内　容 

会　場 
あべのメディックス　６階ホール 
参加費 
会員 500円　非会員 3,000円 

連絡先 
松下記念病院 中央臨床検査部　塩崎 尚子 
E-mail：shiozaki.naoko＠jp.panasonic.com

「血液学分析装置 SAPPHIREによる血小板自然凝集塊
　測定の臨床的有用性および最近の話題」 
講師：アボットジャパンヘマトロジー営業部　星野 勝信 

1.

「判別の紛らわしい細胞の見方」 
講師：静岡赤十字病院検査部　大畑 雅彦 
2.

評価点：専門教科‐20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

学術部　血液検査部門からのお知らせ 

血液検査部門　特別講演会 

「判別の紛らわしい細胞の見方」 

平成２０年１０月 １日（水）18：45 ～ 20：15  「スライド形式」 
平成２０年１０月１０日（金）18：45 ～ 20：15  「フォト（カラープリント）形式」 

日　時 

会員500円　非会員3,000円 
参加費 

スライド模擬試験 
テーマ 

病理細胞検査部門　世話人 
講　師 

南大阪病院　宇津野 美弥子　E-mail：jako@oct.zaq.ne.jp
連絡先 

場　所 
北野病院　５階　きたのホール　（２回とも同じ会場です） 
【アクセス】ＪＲ大阪環状線天満駅下車　徒歩７～８分 
地下鉄堺筋線扇町駅下車2-A号出入口　徒歩約５分 
地下鉄谷町線中崎町駅下車1号出入口　徒歩約５分 

細胞診定期講習会 評価点：専門教科-20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

免疫血清検査部門　定期講演会 評価点：専門教科-20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

　恒例となりました『スライド模擬試験』ですが、今年は投影を行うスライド形式に加え、さらに、１次試験本番と同
様、印刷された写真を見て回答をするフォト（カラープリント）形式を実施します。 
10月1日（水）は「スライド形式」、10月10日（金）は「フォト(カラープリント)形式」でそれぞれ行いますので、１次試
験前の締めくくりとして、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

血液細胞形態を学ぶ者にとって、「判別の紛らわしい細胞の見
方」は永遠の課題ではないでしょうか？ 
経験者の方には「目からウロコ」、初級者の方には「そうなんだ！」
と納得のいくお話をしていただきます。 
奮ってご参加ください。 

　新型インフルエンザによるパンデミックが危惧されて
いる現状において、医療現場での対応を具体的に考える
事が重要となります。 
感染予防体制としてのワクチンに関する最新情報と検
査についてご講演をいただきます。 
皆様のご参加をお待ちしています。 

インフルエンザウイルス　ーパンデミック対策と検査ー」 インフルエンザウイルス　ーパンデミック対策と検査ー」 インフルエンザウイルス　ーパンデミック対策と検査ー」 
講師：デンカ生研株式会社 営業本部試薬営業部試薬学術課長　中村 将人 Theme

Theme

（4）大臨技ニュース 
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申し込みメール受信後、受付受理のメールを返信します。返
信メールに記載の口座に受講料を11月14日（金）までにお振
込みください。 
 
受講料振り込み後のキャンセルは返金いたしません。 
期日までに振込みが確認出来ない場合はキャンセル扱いとし、
次の申込者の繰り上げとさせていただきます。 
また期日後に振り込まれた場合は、振り込み手数料を差し引
いた金額を指定口座に振り込み、返金させていただきます。 
 
Ａコース申し込みで同室希望者がある場合は、その方の施設
名・氏名をご記入下さい。（ただし、ご希望に添えない場合も
ありますのでご了承ください） 
 
Ａコース受講の方には事前にフォトサーベイおよび症例検討
会で使用する症例の末梢血液像の動画ＤＶＤを配布いたし
ます。フォトサーベイの結果と動画症例に関するいくつかの設
問にお答えいただき、事前にメールで送信していただきます。 
 
夕食後、グループ討議を引き続き行う場合がある為、必ず当施
設にご宿泊ください。 
 
Ｂコースの方は《生涯教育点数は　専門教科－20点》になり
ます。 
 
11月7日（金）までに受付受理の返信メールが届かない場合は
上記問合せ先にご連絡ください。 

受付 

開講式・オリエンテーション 

講演1：「血液疾患と感染症検査」 

（株）ファルコバイオシステムズ総合研究所 

検査三課 担当課長　小松 方　 

講演2：「血液疾患と深在性真菌症」　 

松下記念病院 内科血液科部長 

魚嶋 伸彦　 

講演3　「血球貪食症候群のすべて」　 

大阪府立母子保健総合医療センタ－病 院長 

河 敬世 

休憩 

グループ討議 

夕食兼懇親会（立食形式） 

1月31日（土）『感染症と血液疾患』 

（16：30以降はＡコースの方のみを対象とします） 

受付 

フォトサーベイの集計結果と血液形態標準化の現

状について 

動画による症例検討会 

閉講式 

2月1日（日）『スクリーニング検査から骨髄像へのアプローチ』 

（1）氏名　（2）フリガナ　（3）勤務先　（4）所属 
（5）勤務先郵便番号・住所　（6）電話番号・内線 
（7）E-mail　（8）血液検査経験年数 
（9）所属技師会　（10）技師会会員番号 
（11）同室希望者：注意事項3）参照 

記入（入力）事項 

大阪府済生会中津病院　　中村恒仁　宛 
E-mail： ketsuekibukai@yahoo.co.jp

申 込 先  

平成20年10月1日（水）～10月31日（金） 
先着順で定員になり次第締め切ります。また、受付期
間外に到着したメールは無効とします。 

受 付 期 間  

評価点：専門教科‐30点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

学術部　血液検査部門からのお知らせ 

第19回 

近臨技血液検査部門研修会 
　今回のメインテーマは「血液疾患―診断への道標―」
です。1日目は各分野でご活躍の先生方を講師としてお
招きし、学術講演会を行います。２日目は動画を用いた症
例検討会ならびにフォトサーベイ結果報告、血液形態標
準化の現状についての講義を実施します。 
　万障お繰り合わせのうえ、奮って受講されますよう 
ご案内申しあげます。 

平成２１年１月３１日（土）12：00～  ２月１日（日）12：40
日　時 

（31日、１日の両日）：20,000円 
（テキスト代および1泊2食付の宿泊費含む）: 80名 
（31日の学術講演会のみ）：3,000円 
（テキスト代含む）: 100名 

Ａコース 
 
Ｂコース 

受講料･定員 

近畿臨床検査技師会 
主　催 

大阪府臨床検査技師会血液検査部門 
担　当 

パナソニックリゾート大阪：男女別2名での相部屋となります。
（近隣の方も必ず当施設にご宿泊ください）　　　 

メールでの申し込みとなります（携帯メール不可）。件名は「Ａコース」
もしくは「Ｂコース」の希望コースとし、本文に下記の内容を記入し送信
して下さい。また、同施設内で複数の方が申し込まれる場合でも一人一
通のメールを送信してください。 

宿　泊 

会場への交通　
http://www.mhio.panasonic.co.jp/hoyou/hoyousyo.htm
をご参照下さい。 
ホームページに記載のシャトルバスは利用できません。 
また、車での御来場も御遠慮ください。 

会場案内 

松下記念病院　中央臨床検査部　村瀬 幸生 
TEL：06-6992-1231（内線3227） 
E－mail：murase.yukio＠jp.panasonic.com 
（件名に「近畿血液研修会」とご記入ください） 

問合せ先 

【注意事項】 

Ａコース：臨床検査技師会会員でこれから骨髄像を勉強する
　　　　方 もしくは骨髄像を読み始めた方を対象 
Ｂコース：臨床検査技師会会員 

対象者 

会　場 
「パナソニックリゾート大阪」（旧パナヒルズ大阪） 
（〒565－0802 大阪府吹田市青葉丘南10－1 TEL：06－6877－0111） 

■プログラム■ 

申込要領 

注意事項5参照 

大臨技ニュース（5） 



学術部　臨床化学検査部門からのお知らせ Information

of Seminar

検体管理システム部門 
評価点：基礎教科-20点（会員証をお持ちください） 

※評価点＝日臨技生涯教育点数 

学術部　情報システム部門からのお知らせ 
Information

第2回 実技講習会 

平成２０年１０月２５日（土）　14：30～16：30
日　時 

会　場 
大阪医療技術学園専門学校　コンピュータ室 
（市営地下鉄谷町線・堺筋線　南森町駅　徒歩10分） 

参加費 
1,000円（日臨技会員のみ） 
連絡先 
京阪病院　真鍋　史朗　 
E-mail：manabe@osaka-amt.or.jp

内　容 
“遊々インターネットで情報検索” 
講師：大阪医科大学附属病院　井口 健 
1.

平成２０年１１月８日(土)　13：30～17：00
日　時 

会　場 
大阪府赤十字血液センター　7階 会議室 
参加費 
会員500円　非会員3,000円 
連絡先 
「件名」を「症例検討会問い合わせ」として下記アドレスへメール送信してください。 
E-mail：yuketsu-osaka@mail.goo.ne.jp

　輸血検査部門では以下の日程で症例検討会を行います。 
症例提示をしていただく施設からの説明後、それぞれの
症例についてグループごとにディスカッションを行い、日
常業務で遭遇した場合のご参考にしていただければと
思います。 
症例内容は次号大臨技ニュースに掲載します。 

学術部　輸血検査部門からのお知らせ Notice
Previous

輸血検査部門　症例検討会　予告 評価点：専門教科‐20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

インターネットは便利なものですねｏ( ^_^ )ｏ。日常の業務に使用されて 
いる方は多数おられると思います。しかし、検索するときなかなか目的とする 

サイトにたどり着けないことはないですか（’_’、）？ 
 

　そんな悩みを解決（＾ｖ＾）！ 
 

　この講習会では情報検索の方法（文献検索を含む）、インターネットの 
落とし穴、業務に有用なサイト（月刊Medical Technology誌コラム“遊々インターネット”） 

を紹介します。 
 

　なお、実技講習会につきコンピュータの台数の関係で先着30名の予約制 
（日臨技会員のみ）にさせていただきます。参加ご希望の方は、1週間前までに 

JAMTISを使って登録するか、pc@oamt.jp宛てに、 
会員番号・氏名・所属をお知らせください。 

１０月の定期講演会の開催は中止となりました。 

ご了承くださいますようお願い申しあげます。 

（8）大臨技ニュース 



of Seminar
Information

【当日データ】 
8月9日（土）　晴れ　36℃ 
受付者数 
献血者数 

 
 
 

200ml 
400ml 

計 

 
 

83名 
4名 
65名 
69名 

Report
夏季 献血推進活動　報告 
第29回 ほんわかボランティア 

　去る　8月9日（土）、難波グリーンガーデン（難波
駅北側すぐ）にて市民の皆様に献血へのご協力の
呼びかけを行いました。 
猛暑の中、少数精鋭16人（大臨技役員含む）での
活動になりましたが、気持ちのこもった呼びかけに
より、多くの市民の皆様に献血していただくことが
できました。 
本当にありがとうございました。 

次回は記念すべき30回目で、平成21年2月14日（土）バレ
ンタインデーに実施いたします。 
　公益活動である大事な献血ボランティア活動です。大
臨技 役員、大臨技会員及び賛助会員の皆様、ご家族・お
友達を誘っていただき、多数のご参加をよろしくお願い申
しあげます。 

大臨技　渉外部　（多根総合病院　中央検査部） 
北川 篤 

近畿医療技術専門学校　３年 
野崎 聖恵 

献血ボランティアに参加して 

平成２０年１０月２８日（火）　１８：３０～２０：００ 
日　時 

会　場 
大阪医療技術学園専門学校 
（〒530-0044 大阪市北区東天満2-1-30） 
参加費 
会員500円　非会員3,000円 
連絡先 
（財）大阪府警察協会大阪警察病院　赤木 征宏　 
E-mail：akg@oph.gr.jp

学術部　微生物検査部門からのお知らせ 

微生物検査部門　定期講習会 評価点：専門教科-20点（会員証をお持ちください） 
※評価点＝日臨技生涯教育点数 

　細菌検査担当技師がICTの病棟ラウンドに参加し
ている施設も少なくないと思われますが、実際の検
体採取や術後の創傷管理の現場に遭遇する機会は
頻繁には無いと思います。実際にはどのように術後
の管理がなされ、感染対策が行われているのでしょ
うか？ 
　今回は市立豊中病院の清水先生に、外科領域の
感染症、手術部位感染の対策について、我々が臨床
医と話をし、検査を進めるうえで身につけておかな
ければならない知識をご講演いただく予定です。 
皆様奮ってご参加ください。 

『手術部位感染の対策』 『手術部位感染の対策』 『手術部位感染の対策』 
講師：市立豊中病院 外科 清水　潤三 Theme

Theme

　献血当日200mlの採血を終え失礼しようとしたところ、技師会の先生方
が市民の皆様へのご協力の呼びかけをされてるのを拝見し、お手伝いする
ことにしました。 
すごく暑い日で、太陽に照らされながら「献血お願いします」と1人1人に声
をかけながらティッシュを配りました。 
　私は、今まで街頭で献血車があっても関心を持たず、献血にも協力してい
ませんでした。 
今回、初めて献血をお願いする立場になったことで、医療従事者を目指すひ
とりとして 献血活動に協力することにより、たくさんの命が救われることを多くの皆様に伝えていきたいと
思いました。このような活動に参加させていただき、とても良い経験できて本当によかったと思いました。 
ありがとうございました。 

大臨技ニュース（9） 



　8月16日、大阪府立成人病センターで行われた新人会員研修会に参加させていただきまし
た。前半は講師の方々のお話を聞き、後半はグループディスカッションという構成でした。 
　研修会というと堅苦しい雰囲気を想像してしまい、特にグループディスカッションもあるとい
うことで最初は不安でしたが、始まってみるとすぐにそんな不安は無くなりました。講師・役員
の方々はとても気さくで、笑いも交えながら話してくださいました。 
　内容は、技師会についての説明と、さまざまな病院における検査技師の取り組みを紹介する
というものでした。特に救急病院についてのお話は興味深く、「同じ検査技師なのに、病院に
よって仕事内容がこんなに違うんだ！」という驚きでいっぱいでした。 
　グループディスカッションでは１グループ5～6人で、検査値を見て気づいたことを言っていく
という方法でクイズを考えました。私は始まる前、ちゃんと意見を言えるだろうかと不安だった
のですが、始まってみるととても楽しく、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 
　研修会に参加して私が感じたのは、「人との出会いを大切にしよう」ということです。さまざ
まな立場の方の話を聞くことで、客観的な考え方ができるようになると思います。この研修会
のテーマは「チーム医療」という壮大なものでしたが、決して堅苦しく考えるのではなく、今回
のように色々な人と話しながら楽しく考えていきたい、と感じました。今後も是非、研修会や勉
強会に参加したいです。今回は非常に良い機会を与えていただき、ありがとうございました。 

Report
新入会員研修会　報告 

　平成20年8月18日に大阪府立成人病センターに於いて、毎年恒例の新
入会員研修会が開催されました。その中から2名の方に、参加した感想文を
お願いしましたので紹介いたします。 

大阪医科大学附属病院 中央検査部 
尾谷 仁美 

新入会員研修会に参加して 

　8月16日に成人病センターで行われた新入会
員研修会に参加させていただきました。技師会に
入会したもののどういった活動をしている団体な
のかよく知らなかったので、この研修会は大臨技
の活動内容を知るとてもよい機会でした。研修会
という響きからどんなことをするのだろうと少し
身構えていたのですが、いざ始まってみるととても
和やかな雰囲気で解りやすく講義をしてくださっ
たり、グループディスカッションでは他の参加者の

方と意見を交わすことで自分の勉強不足を感じ、それがよい刺激になりやる気につながったり
と、短い時間でしたがとても充実したものになりました。 
　また今回の研修会のテーマでもあったチーム医療と臨床検査についての講義では、糖尿病
療養指導士としての臨床検査技師の役割と救急医療における臨床検査技師の役割について
お話しいただきました。糖尿病療養指導士として臨床検査技師が自ら臨床側に提案して実践
しているフットチェック、救急医療においては正確性よりも迅速性が求められているといった話
は特に印象に残りました。よく耳にするけれど曖昧なイメージしか持てていなかったチーム医

（10）大臨技ニュース 



Voice
臨床検査技師教育機関からの声 

第3回大臨技教育セミナーに参加して 於：平成20年7月19日（土） 
関西医科大学附属滝井病院 

●写真上：JICA青年海外協力隊セネガルOGの山本氏 
●写真中・下：後輩に業務を語ってくれた５名の講師 

大阪府立急性期・総合医療センター 臨床検査科 
桝野 絢子 

　私は病院では働きたいとずっと思っていて、検査技師が活躍する場所は病院以外に検査センター、検
診、治験などであると思っていました。しかし、ワークショップで聞いた技師の仕事には試薬メーカー、講
習会企画、救命救急センターなど幅広い職種があると知りました。一番興味を持ったのはセネガルで2
年間超音波技師として病院で検査をされた方の話でした。今まで日本のみの検査技師を考えていまし
たが海外に渡って働くことができる事を知りました。言葉の壁や、民族性による文化の違いなど悩む事
はたくさんあったそうですが自分自身の人間というものと向き合えるし、世界の情報交換も行えるし、
得るものはたくさんあるように思いました。このように日本の臨床検査技師が海外に出て仕事を行う
ことにかっこいいな！と思いました。また世界中に臨床検査
技師という資格があり、その資格の必要性、重要性を改めて
知りました。 
　このセミナーでは医療人として社会人としての厳しさを
知ることもできました。仕事中に学生気分で仕事をし、検体
をこぼしてしまった時に、初めて患者さんの検体の大切さを
身にしみたという話を聞いてどきっとしました。今私は学生
です。実習中検体をこぼした時、「もう一回実習しなおそ
う」「もう一回採血しよう」と、やり直すことができました。し
かし、患者さんにはもう一度採血をお願いしますとはいえま
せん。学校の実習だからもう一度やったらいいと考えず、大
切な患者さんの検体だと思って実験をしようと思いました。 
　現場で働く諸先輩方の話を聞くほどに、早く社会にでて
活躍したいという気持ちと、やっぱり現場に出ることは怖い
気持ちが交錯します。 
　今現場にいけといわれたら何もできません。学生だから
当然ではなく、日々の勉強を怠りなくし、医療の現場できち
んと対応できるよう学生生活を送っていきたいと思います。 

大阪医療技術学園専門学校 臨床検査技師科　2年 
仲野 有加 

療について、すごく具体的な話を聞くことができました。学生のときには知らなかった、臨床検
査技師ができることは何か、今必要とされていることが何か、それを実行するためにはどうし
たらよいか、ということを考えながら行動することの大切さを実感できたように思います。 
　この研修会を通して、多くの先輩方のように幅広く知識と技術を身につけていきたいという
やる気をいただきました。そして、どんな場面であっても必要とされることをきちんと判断し、
行動できる臨床検査技師になるよう努力していきたいと思います。 

大臨技ニュース（11） 



講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 

病理細胞検査部門　世話人     
北野病院　5階　きたのホール　     
18：45～20：15     
会員500円　     
（E-mail）南大阪病院　宇津野 美弥子　（jako@oct.zaq.ne.jp）    

2008年11月行事予定・大臨技ニュース締め切り 
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Schedule table
Event

専門-20

会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 

大阪府済生会中津病院　南棟2階講堂     
18：30～20：00     
会員(オブザーバー）500円     
（E-mail）：松下記念病院　村瀬 幸生 
（murase.yukio@jp.panasonic.com） 

専門-20 血液検査部門　「形態セミナー シニア」（正会員+オブザーバー） 

講 師  
 
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
 
： 
： 
： 
： 

大阪医科大学 総合診断・治療学講座救急医学教室 准教授  
西本 泰久  
関西医科大学付属滝井病院　南館2階臨床講堂 
18：30～20：00  
会員無料  
（E-mail）：関西医科大学附属枚方病院　 高田 厚照  
（takada@hirakata.kmu.ac.jp） 

基礎-20 学術部講習会「救急措置講演会」 

講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 
： 

病理細胞検査部門　世話人     
北野病院　5階　きたのホール　     
18：45～20：15     
会員：500円　     
（E-mail）南大阪病院　宇津野 美弥子    （jako@oct.zaq.ne.jp） 

専門-20

会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 

大阪鉄道病院　3階講堂　 
18：30～20：00 
会員500円 
（E-mail）大阪赤十字病院　山下 己紀子 
（yamashita.osaka.red@apost.plala.or.jp） 

基礎-20 チーム医療部門 糖尿病療養指導部会　定例勉強会 

●大臨技理事会 ■会場：大臨技事務所　　時間：18：30～20：30

●渉外部会 ■会場：大臨技事務所　　時間：19：00～20：30

●総務・会計部会 ■会場：大臨技事務所　　時間：19：00～20：30

●常務理事会 ■会場：大臨技事務所　　時間：19：00～20：30

●地区事業部会／●情報組織部会 ■会場：大臨技事務所　　時間：19：00～20：30

「糖尿病とストレス」　”うつとの関係” 
講師：明生病院　岡本 幸子 

1. 
 
テーマ：こんな時あなたはどうする？？　「糖尿病患者さんと検査技師の関わりから」 
講師：大阪市立北市民病院 糖尿病チーム　森本 光俊  横田 裕香 ほか 

会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 

住友病院　14階講堂 
時間：9:30～12:30 
年会費2,000円（１回のみ500円） 
（E-mail）住友病院　尾羽根 範員 
（obane-norikazu@sumitomo-hp.or.jp） 

専門-20 生理機能検査部門　大阪超音波研究会 

超音波による組織型推定 
講師：住友病院　尾羽根 範員 
治療を踏まえた超音波検査 
講師：札幌ことに乳腺クリニック　白井 秀明 

2. 
 

1. 
 
2. 
 

会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 

関西医科大学附属滝井病院 南館臨床講堂２階  
18：30～ 
年会費3,000円（１回のみ500円）  
（E-mail）近畿大学医学部附属病院　小谷 敦志（akotani@kensa.med.kindai.ac.jp） 

シリーズ・最新超音波装置事情 
担当：GEメディカルシステムズ 

1. 
 
症例検討会「ひとつひとつの症例の奥深さと実用性」 
講師：大阪大学医学部附属病院　小林 裕美子 
　　 岸和田市民病院　六尾 哲 
　　 済生会野江病院　山崎 正之 

2. 
 

会 場  ： 兵庫医療大学（神戸ポートアイランド） 

第48回 近畿医学検査学会  「はばたこう未来へ―flap to the future―」 

会 場  ： 兵庫医療大学（神戸ポートアイランド） 

第48回 近畿医学検査学会  「はばたこう未来へ―flap to the future―」 

講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 
： 

大阪医科大学附属病院　和田 晋一 
大阪医療技術学園専門学校 
18：30～20：00 
会員500円 
（E-mail）大阪市立大学医学部附属病院　藤岡 一也 
（kfujioka@med.osaka-cu.ac.jp） 

講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 
： 

大阪医科大学附属病院　井口 健 
大阪医療技術学園専門学校　コンピュータ室 
14：30～16：30 
会員1000円 
（E-mail)：京阪病院　真鍋 史朗 
（manabe@osaka-amt.or.jp） 

専門-20 生理検査部門 定期講習会 

病理細胞検査部門　細胞診定期講習会 
「一次スライド模擬試験－フォト（カラープリント）形式」 

病理細胞検査部門　細胞診定期講習会 
「一次スライド模擬試験－スライド形式」 

第2回　「遊々インターネットで情報検索」 

会 場  
時 間  

： 
： 
南大阪総合健診センター  
9：30～18：30 

専門-30 生理検査部門　「第5回　心エコー実技研修会」 

専門-20 生理検査部門　OSAKA心エコー研究会 

【事前申込み制】 

【事前申込み制】 

会 場  
時 間  

： 
： 
南大阪総合健診センター  
9：30～15：30

専門-30 生理検査部門　「第5回　心エコー実技研修会」 【事前申込み制】 

基礎-20 検体管理システム部門 実技講習会 
「あなたの勇気が命を救う！」 

 「呼吸機能入門、患者に喜ばれる呼吸機能検査のコツ（仮題）」 

講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 
： 

市立豊中病院 外科　清水 潤三 
大阪医療技術学園専門学校 
18：30～20：00 
会員500円　 
（E-mail）大阪警察病院　赤木 征宏 
（akg@oph.gr.jp） 

「手術部位感染の対策」 
専門-20 微生物検査部門 定期講演会 

講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 
： 

デンカ生研株式会社　営業本部試薬営業部試薬学術課長　中村 将人     
大阪市立大学医学部　4階小講義室1     
18：30～20：00     
会員500円     
（E-mail）近畿大学医学部附属病院　岡田 和敏     
（kz-okada@kensa.med.kindai.ac.jp） 

「インフルエンザウイルス　ーパンデミック対策と検査ー」 
専門-20 免疫血清検査部門　定期講習会 

体表部会　乳房超音波講演会　 

★講演会★講演会・講習会参加時講習会参加時は必ず必ず会員証会員証をご持参持参ください★ ★講演会・講習会参加時は必ず会員証をご持参ください★ 

★5年間で基礎教科（60点以上）＋専門教科（140点以上）＝合計200点以上　取得を目指しましょう！ 
取得者には日臨技より「修了証書」が送付されます。 

※基礎＝日臨技生涯教育点数　基礎教科 
※専門＝日臨技生涯教育点数　専門教科 




