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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 

大臨技ニュース（1） 

日 　 時  
会 　 場  

評 価 点  

平成２１年８月８日（土）　10：00～16：00

活動内容  「街頭呼びかけ・献血協力・呼びかけ」 
難波グリーンガーデン（南海難波駅北すぐ） 

基礎教科－20点 
（午前のみ・午後のみ の活動参加でもＯＫです。） 

連 絡 先  市立豊中病院 臨床検査部　清水 隆之 
E-mail：akane@mub.biglobe.ne.jp

大臨技臨床検査データ標準化サーベイのご案内 
平成21年度（第2回）大臨技臨床検査データ標準化サーベイに 

お申込みいただき誠にありがとうございました。 
 

　参加登録は7月31日をもって締め切りました。なお、参加費の振り込み期限は8月31日です。 
参加費の振り込みをもって登録完了となりますのでご注意ください。 
また振り込み用紙には「標準化サーベイ参加費」と明記いただき、 

必ず施設名、住所、登録者名をご記入ください。 

第31回 
ほんわか 
ボランティア 

夏季　献血推進活動の案内 

第26回吹田健康展のボランティアを募集します！ 

　会員の皆様、また暑い夏の季節がやってきました。毎年この時期、献血数の減少により血
液製剤の適正在庫の確保が困難になっております。　 
　このような時期にこそ、医療に関わる我々が率先して献血に関わるべきであるとスタート
した献血ボランティア、今年度は2回の実施で、その1回目です。今回も自
らが献血できる方はもちろん、献血は出来ないけれど市民の方への呼びか
けを手伝ってくれる方など多くの会員の方のご参加をお待ちしています。 
　また、大臨技役員をはじめ各部会世話人の皆様、賛助会員の皆様、ぜひ
ご参加ください！皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。 
 
大臨技会員の方は大臨技献血スタッフにお声をかけていただきますようお
願い申しあげます。 

平成２１年９月１２日（土）13：30～17：00 
　　　　　 １３日（日） 9：30～16：00（昼食支給） 

日　時 

会　場 
吹田市文化会館（メイシアター）阪急吹田駅前 
測定項目 
肺活量、酸素飽和度、骨密度、脳年齢チェック、身体計測 
連絡先 
ガラシア病院 検査科　前田 富士子 
TEL： 072-729-2345（内線249） 
E-mail ：kensa@gratia.or.jp

『みんなで笑顔（^ ^）こころもからだも健康に！』 『みんなで笑顔（^ ^）こころもからだも健康に！』 『みんなで笑顔（^ ^）こころもからだも健康に！』 ThemeTheme

　毎年参加している吹田健康展が今年も開催されます。
府下でも大変充実した健康展であり、 
ボランティアを通じて検査と健康のかかわりを感じてい
ただきたいと思います。 
吹田市内・近隣・遠方・興味のある方、
まずはご連絡をください。 



情報組織部　チーム医療部門からのお知らせ 

糖尿病療養指導部会　定例勉強会 
of Seminar
Information

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 

京阪神尿沈渣実習 with 穿刺液 
（京都・大阪・兵庫合同）【事前申込み制】 

一般検査部門 

　わが国での透析導入原疾患の第1位は糖尿病腎症であ
り、その数は増え続けています。それを防ぐために、私たち
臨床検査技師にもできることがたくさんあるはずです。 
　腎症の進行程度により病期分類がなされていますが、そ
の病期によって重要な検査項目や日常生活での注意事項
が変わってきます。病期のちがいによる検査説明を中心に
症例を通して解説していきたいと思います。ぜひ多くの方
のご参加をお待ちしております。 

「糖尿病腎症糖尿病腎症におけおける検査説明検査説明－透析か透析から救うために私たちにできること」 「糖尿病腎症糖尿病腎症におけおける検査説明検査説明－透析か透析から救うために私たちにできること」 「糖尿病腎症における検査説明－透析から救うために私たちにできること」 
Theme
Theme

講師：渡辺内科クリニック　横山 有子 

平成２１年８月２６日（水）　１８：３０～２０：００ 
日　時 

会　場 
大阪鉄道病院　３階講堂 
（JR天王寺駅、地下鉄御堂筋線・谷町線天王寺駅、 
 近鉄阿部野橋駅　徒歩５分） 
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

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の方で認定機構発行の「学会・研修会出席証明書」の必要な方は各自持参して参加証明印をもらってください） 

講師： 大阪大学医学部附属病院 
医療技術部検査部門　堀田 真希 

講師： 一般検査部門員（京都・大阪・兵庫） 

社会保険神戸中央病院 検査部　石川 正美 

血球類の考えかた 

of Seminar
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 

　今年度の尿沈渣実習は3府県合同で行います。また尿沈渣のみならず、ご要望の多い穿刺液の標本も鏡検していただきます。
初心者からベテランまで、多くの方のご参加を心よりお待ちしております。 

官製はがきに氏名、会員番号、施設名、郵便番号、施設住所、電話番号、一般検査の経験年数をお書きのうえ、上記申込み先までお送りください。 
・申込みは8月3日(月)以降（それ以前の消印のものは無効）とさせていただきます。 
・原則１施設１名の申込みとさせていただきます。 
  ※定員に達した場合には参加をお断りする場合がございます。ご了承ください。 
  ※１施設で複数名参加の場合は定員に余裕がある場合のみ複数名の受講を可能とします。よって、申込み時に受講生の優先順位をご記入ください。 
・電話、FAX、メールでの申込みはお断り致します。必ず郵送にてお申込みください。 
・申込みを受理した方には、後日、受講票と詳細な案内を郵送いたします。 

学術部　一般検査部門からのお知らせ 

内　容 

申込先・お問い合わせ 

申込み方法・注意点 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-15 
大阪大学医学部附属病院　医療技術部検査部門　
堀田 真希 
E-Mail：masakin@pop.dc5.so-net.ne.jp

実　習 

講　義 

講師： 
上皮細胞類の考えかた 

国立病院機構京都医療センター 研究検査科 
佐伯 仁志 

講師： 
穿刺液の考えかた 

平成２１年８月２３日(日) 　9：30～17：30
日　時 

会　場 
大阪医療技術学園専門学校 
（JR東西線「大阪天満宮駅」、大阪市営地下鉄「南森駅」、 
京阪電車「天満橋」下車） 
参加費 
技師会員（賛助・申請中を含む）3,000円　非会員8,000円 
募集人員 
先着50名 
共　催 
兵庫県臨床検査技師会一般検査分野 
京都府臨床検査技師会一般検査分野 

★参加者へお願い★ 
会場の大阪鉄道病院では院内セキュリティ強化のため、勉強会に 
参加される方は技師会の会員証を夜間出入りの守衛室に提示してください。 

（2）大臨技ニュース 



　毎年近畿圏内で開催している「近畿輸血検査研修会」が今
年は大阪で1泊2日の予定で開催されます。 
1日目の実技講習会は6月に行った「基礎実技講習会」よりも
高度な内容(複合抗体の同定、赤血球抗体解離同定試験など)
を予定しています。2日目の講演会は血液センターで行ってい
る検査（赤血球・抗体検査、白血球・血小板検査、副作用・感染
症調査時の検査）について講演していただきます。 
また、1日目の晩は大阪南港の宿泊施設で懇親会やナイトセミ
ナーを行います。輸血検査に携わる者同士、知り合いを増やし
たり日頃の疑問を気軽に話し合ったりしてみませんか？ 
詳細(プログラム等)は大臨技のホームページをご覧ください。 

平成21年10月3日(土)12：00～10月4日(日)12：00
日　時 

会　場 
中級実技講習会
講 演 会  
懇 親 会・宿 泊  

： 
： 
： 

大阪市立大学医学部 ５階 生化学実習室 
コスモスクエア国際交流センター 大会議室 
コスモスクエア国際交流センター 

近畿臨床検査技師会 

大阪府臨床検査技師会 輸血検査部門 

主　催 

担　当 

受講料 
２日間参加 
 
２日間参加 
 
２日間参加 

： 
 
： 
 
： 

25,000円 
（実習費、講演会費、宿泊費、懇親会費含む） 
14,000円 
（実習費、講演会費）（宿泊なし、懇親会なし） 
15,000円 
（懇親会、宿泊費、講演会費）（実技講習会なし） 

１日目中級実技講習会のみ参加 
２日目講演会のみ参加 

： 
： 
10,000円 
4,000円 

学術部　輸血検査部門からのお知らせ 

第14回 近畿輸血検査研修会のご案内 
【事前申込み制】 

of Seminar
Information

学術部　生理検査部門からのお知らせ 

評価点：臨床専門　2日間参加 30点 
 １日参加    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 

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 

内　容 

■ 中級実技講習会 ■ 
(複合抗体の同定、赤血球抗体解離同定試験など) 

■ 講演会 ■ 
(シンポジウム：赤十字血液センターの検査を知ろう)

募集人数 

中級実技講習会 
講 演 会  

63名 
150名 

電子メールでの申し込みとなります。「件名」を「近畿輸血検査研修会」とし 
①参加形態(2日間参加宿泊あり、2日間参加宿泊なし、2日間参加実技なし、1日目実技のみ参加)　②施設名　③氏名　 
④会員番号　⑤所属技師会　⑥連絡先電話番号　⑦メールアドレスを記載し下記のメールアドレスまで申込みください。 
※但し2日目の講演会のみ参加の方は事前申込みは必要ありません。 
 
 
※9月5日までに参加の可否および受講料振込先を返信いたします。その他問い合わせは件名を 
「近畿輸血検査研修会問い合わせ」として上記メールアドレスまで送信してください。メールが使用不可の方は以下へお問い合
わせください。 
06－6372－0675(大阪府済生会中津病院　深田恵利奈)

申込み方法 

平成２１年８月２２日（土）　14：00～17：00 
（通常の開催日とは異なりますのでご注意ください） 

日　時 

会　場 
住友病院14階講堂 
参加費 
年会費2,000円（1回のみ500円） 
連絡先 
住友病院　尾羽根 範員 
E-mail：obane-norikazu@sumitomo-hp.or.jp

　今回、通常とは少し趣を変えて、「一刀両断超音波質問大
会」と題し、事前に参加者から寄せられた質問を一問一答
形式でお答えします。常日頃、疑問に思っていることを解決
しませんか？教科書には載っていないような素朴な疑問、質
問に対して明快に解答いただく講師には、超音波検査の幅
広い知識をお持ちの東海大学医学部附属病院 白石周一先
生をお招きします。先生と気軽にディスカッションをして疑
問を解決し、明日からの検査に役立てましょう。 
多くのご参加をお待ちしております。 

「一刀両断超音波質問大会」 「一刀両断超音波質問大会」 「一刀両断超音波質問大会」 
Theme
Theme

講師：東海大学医学部附属病院　白石 周一 

大阪超音波技術研究会からのお知らせ 
Information

新型インフルエンザの影響にて延期となっておりました超音波質問大会を以下の通り開催します。 

今年度は諸事情により予定が大幅に変動しておりますところ、さらに、偶数月第3水曜の開催を定例にしていました通常研究会が、
会場の都合により，日程変更のやむなきにいたっております。詳細は現在調整中ですので今後のお知らせにご注意ください。 

【おことわり】定例研究会の開催日程変更について 

： 
： 

申 込 み 先  
申込み受付期間 

kinki-yuketsu@mail.goo.ne.jp 
平成21年8月15日（土）～8月31日（金）　※但し、定員になり次第募集を締め切らせて頂きます。 

大臨技ニュース（3） 



　今回で６回目となるこの研修会ですが、今年は「心血管エコー実技研修会」と改名して開催いたします。例年のごとく心エコ
ーの実技講習がメインとなりますが、臨床ニーズに応えられるよう、中級者Ｂコースに頚動脈エコーの実技講習を組み込みまし
た。この研修会は「これから心エコーを始めたい方」、「画像は一応出せるがもっと上手く出したい方」、「いろんな症例にも対
応できるようになりたい方」、「心エコーも頚動脈エコーも欲張って研修したい方」などを対象とした研修会です。今年のテー
マは「明日から活かす心血管エコー検査　～明日から使える技と１つ上の自分を目指して～」です。 
　今回も、実技講習は4名の少人数制で合計10時間以上行います。また例年大好評であるライブ形式の講義やランチョンセミ
ナーの他、今年の新企画としてレベル別ミニレクチャーを行います。初心者・初級者コースでは「基本画像描出のコツからスクリ
ーニング検査の進め方」についてレベルにあった解説をします。また中級者コースでは「症候・依頼目的別検査の進め方」につ
いて日常よく遭遇する症例を交えてレクチャーします。今年はだんじりの街、岸和田で開催します。 
　大阪らしい勢いのある2日間にぜひご参加ください。 

平成21年10月11日（日）　9：30～18：30 
平成21年10月12日（月）　9：00～15：40

日　時 

会　場 
岸和田市立波切ホール 
会場地図：http://www.namikiri.jp/ 
〒596-0014 大阪府岸和田市港緑町1-1 
              （南海本線 岸和田駅 徒歩10分）     

20,000円 

各コース25名　合計100名<各コースとも先着順>

参加費 

大阪府臨床検査技師会 学術部 生理検査部門 
主　催 
 

募集人員 

日本臨床衛生検査技師会会員 
参加資格 

学術部　生理検査部門からのお知らせ 

「第6回 心血管エコー実技研修会」のご案内 
Association
Training

9:15 
9:30 
9:40 
10:20 
10:30 
11:30 
11:40 

 
12:40 
12:50 

 
15:30 
15:50

～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
 
～ 
～ 
 
～ 
～ 

内　容 

明日から活かす心血管エコー検査 明日から活かす心血管エコー検査 明日から活かす心血管エコー検査 ～明日から使える技と１つ上の自分を目指して～ 

 9:30 
9:40 
10:20 
10:30 
11:30 
11:40 
12:40 

 
12:50 
15:30 

 
15:50 
18:30

受付 
開会・オリエンテーション 
ライブ講義①「2Dが三次元化する、解剖で！」
休憩 
ライブ講義②「心機能を評価する、ドプラで！」
休憩 
ランチョンフィジカルライブセミナー 
「心エコーが楽しくなる！幅が広がる！フィジカルで！」 
休憩・移動 
実技講習①（4名/1台）・ミニレクチャー② 
中級者Ｂコースの実技講習は心エコー 
休憩・移動 
実技講習②（4名/1台）・ミニレクチャー② 
中級者Ｂコースの実技講習は心エコー 

ThemeTheme

 
（10分） 
（40分） 
（10分） 
（60分） 
（10分） 
（60分） 
 
（10分） 
（160分） 
 
（20分） 
（160分） 
 

9:00 
9:10 

 
11:50 
12:00 

 
12:40 
12:50 

 
 

15:30

～ 
～ 
 
～ 
～ 
 
～ 
～ 
 
 
～ 

9:10 
11:50 

 
12:00 
12:40 

 
12:50 
15:30 

 
 

15:40

集合・移動 
実技講習③（4名/1台）・ミニレクチャー③ 
中級者Ｂコースの実技講習は頚動脈エコー 
休憩・移動 
ランチョンテクニカルライブセミナー  
「間違ってませんか？あなたの画像、計測は！」 
休憩・移動 
実技講習④（4名/1台）・ミニレクチャー④ 
中級者Ｂコースの実技講習は 
頚動脈エコーもしくは心エコー 
閉会・解散 
 
（一部プログラムに変更が生じる場合がございます） 

（10分） 
（160分） 
 
（10分） 
（40分） 
 
（10分） 
（160分） 
 
 
（10分） 

以下の1～10の項目を全て記入の上、メールにて下記アドレスへお申し込みください。 
1．氏名　2．年齢　3．会員番号　4．施設名　5．施設住所　6．連絡先E-mailアドレス(携帯メールは不可） 
7．あなたが担当する月の検査件数（概算で結構です）　8．経験月数　9．この研修会の参加回数 
10．実技コース選択（①～④までのうち１つお選びください）※但しご希望に添えない場合もあります 
①初心者コース（とことん基本断面の描出ができるようになろう） 
②初級者コース（しっかりスクリーニング検査ができるようになろう） 
③中級者コースＡ（症候・依頼目的別に検査ができるようになろう） 
④中級者コースＢ（症候・依頼目的別に検査ができるようになろう＋実技講習は心エコー＆頚動脈エコー） 

受付メール確認後、1週間以内に下記口座に参加費を振り込んでください。 
振り込み時には、受付番号とご自分の名前を明記して振り込んでください。 
三菱東京UFJ銀行 難波駅前支店　普通口座No.0786238　口座名 大阪府臨床検査技師会 生理検査部門 　平山 由美
振り込み手数料は各自ご負担ください。 申し込み後の参加費の返却はいたしません。     

申込み方法 

応募期間 

平成21年9月1日（火）～平成21年9月20日（日）　※9月1日以前の申込みに関しては受付いたしません 

備　考 

申込先： DairingiUCG@hotmail.co.jp　1メール1名でお願いします。(同じメアドを数回利用するのは可） 
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学術部　検体管理システム部門 からのお知らせ 

2009年度 第2回実技講習会 
of Seminar
Information

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 

　要望の多かった、Ｅｘｃｅｌ初級講座です。数ある関数の中から、日常の業務でも使えそうな関数の使い方をご紹介します。複雑
な計算も簡単にできてしまう！？かも知れません。 
　関数を使えばＥｘｃｅｌはとても便利な仕事のお供になります。しかし、その関数たるや約350個もあるというからお供にするに
はちょっと大変… 
そこで、今回の講座ではそんな膨大な関数の中から基本的なもの・日常の業務に使えそうなものの使い方と、ちょっとした技を
お伝えいたします。 
　今まで手を焼いていた計算や処理が簡単にできてしまう！？…かも知れません。 
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）と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。 

エクセル初級講座 「関数つかいこなし編」 エクセル初級講座 「関数つかいこなし編」 エクセル初級講座 「関数つかいこなし編」 
Theme
Theme

講師：大阪鉄道病院 保健管理部　大江 泰浩 

平成21年９月１２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

統計学基礎講座のお知らせ 
学術部講演会 

of Seminar
Information

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 

　臨床検査では、非常に多くの種類の数値データを扱います。そして、そのデータから、特定の傾向や性質を見つけるために統
計学が使われます。このように、臨床検査と統計学は非常に密接な関係にあるのですが．．．なぜか臨床検査技師には統計学を苦
手とする人が多い！そんなことありませんか？ 
　そこで、「統計学って何？」「こういうデータがあるんだけど、どういう統計処理でデータを処理をしていいのかわからないよ
～」「統計解析ってどうするの？」といったギモンにお答えすべく、学術部主催で統計学基礎講座を行うことになりました。講師
には、千葉県臨床検査技師会で以前から統計解析用のフリーソフトを公開しておられ、今年の2月には東広社より「病院で使え
る臨床統計解析」という本を出版された、千葉県循環器病センターの佐藤正一先生をお迎えします。 
　今回、事前に統計解析に関する質問を受け付け、当日、講演の中で解説していただくコーナーも設ける予定にしています。質
問がありましたら、8月20日までに、「どういうデータがあって、どんな結果を出してみたい（何がしたい）のか？」ということと、
所属・氏名・連絡先メールアドレスを記載して、「統計学基礎講座質問コーナー」という題名で stat@oamt.jp 宛てにメールし
てください。（ただし、全ての質問にお答えするわけではありませんのでご了承ください。） 
　学術部部門責任者の方々も質問コーナーに参加予定です。みんなで一緒に勉強して、統計学に対する苦手意識を解消してい
きましょう！ 
 
　なお、佐藤先生の統計解析用ソフトはエクセルを使って処理します。検体管理システム部門では、9月12日に「エクセル基礎講
習」、10月10日に「エクセルを使った臨床統計解析」といった実技講習会を併せて予定していますので、そちらにも多数のご参
加をお待ちしております。（実技講習会は事前申し込み制です） 

臨床検査技師に求められる統計解析の基本的考え方 臨床検査技師に求められる統計解析の基本的考え方 臨床検査技師に求められる統計解析の基本的考え方 
Theme
Theme

講師：千葉県循環器病センター　佐藤 正一 

平成21年9月19日（土）14：00～17：00
日　時 

会　場 
関西医大滝井病院南館２階臨床講堂 

参加費 
無料 
連絡先 
京阪病院　真鍋 史朗 
E-mail：manabe@osaka-amt.or.jp
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　2009年7月4日～5日の両日、南港ＡＴＣホールにてマタニティカーニバル2009が開催されました。マタニティカーニ
バルとは、大阪府内の9名の産婦人科医が発起人となり、4年前から開催されているイベントで、協力企業や後援団体の協
力で開催されている出産・育児支援をテーマとした体験型情報発信イベントで、毎年、イベントステージや体験コーナーなど
の様々なプログラムを行い、多くの妊婦様やご家族の皆様にご来場頂いております。 
　今回のテーマは「家族のボンディング ～みんなで紡ごう命の絆～」ということで、大阪府臨床検査技師会としても、少子
化問題に目をそむけず、妊娠出産、子育てを支援していくという主旨に賛同し、本年度からの地区事業部の新事業として、こ
のイベントの人気コーナーである「体験コーナー」の企画、運営を担当しました。 
　体験コーナーとして運営を行なったコンテンツは、４Ｄ超音波体験、血液サラサラ体験、骨密度測定、体成分測定で、下記
の表の通り多くの方に楽しんでいただけました。特に4Ｄ超音波体験は、一番の人気コンテンツで、当日整理券をもとめて早
朝から何百人の長蛇の列が出来るほどの人気となりました。 
　 今回のマタニティカーニバルに参加された総数は2日間の総数で19, 646名と、多くの方が来られました。このような
イベントに臨床検査技師会として参画出来た事は、臨床検査技師の専門性やホスピタリティを大きくアピール出来た事に
なったと確信しています。 
　また、様々な施設からボランティアとして30名以上の方にご参加いただき、大阪府民のために協力しあって活動を成し遂
げたことは大変有意義なことでした。 

地区事業部 担当　栗本 幸司 
（単位：名） 

協和会病院 検査科　本岡 敬一郎 

地区事業部　新事業“マタニティカーニバル2009”体験コーナーの運営 

2009マタニティカーニバルに参加して 

ReportReport

4Ｄ超音波体験 
血液サラサラ体験 
体成分測定 
骨密度測定 
体験者総数 

292 
108 
168 
275 
843

304 
121 
195 
236 
856

596 
229 
363 
511 
1699

7月4日 7月5日 計 

　7月4日・5日の両日にＡＴＣホールにて上記イベントが開催され、技師会主催の検査
体験コーナーでの骨密度測定を担当しました。特に専門的技術を必要としない簡易な
機器を使用しましたが、専門分野として検査を行っていないうえに、結果として出るペー
パーだけでは体験された方に十分な説明ができないため、結果を判りやすく説明できる
用紙を作成してそこに結果を貼り、例題を合わせて説明しました。イベントは名称でもわ
かるように妊婦さんを対象としたものでしたが、最近のお父さんは優しく夫婦で参加さ
れる方がほとんどで、骨密度に対してもそろって体験された方が大勢おられました。  
　2台の機器と5人のボランティアで案内誘導・計測・説明を行いました。妊婦さんはカ
ルシウム摂取に対する関心が深いのか、測定結果にも夫婦共々真剣なまなざしで聞き

入ってくれる方が多く、例年行っている健康展での関心度とは一味違う雰囲気を味わいました。あれよあれよと言う間に時間
は経過し、5日間で511名に骨密度測定を体験していただきました。  
　今回のイベントに参加して、一つのテーマに対して大阪府下で様々な分野の検査に携
わっている技師が30名以上専門分野の枠を超えて、府民のために協力しあって活動を
成し遂げたことは大変有意義なことと感じました。どちらかといえば専門性にこだわり、
狭く深く自分を磨く風潮になりつつある技師の世界ですが、色々な仲間や先輩・後輩と語
り合って広く自分を磨くことの方が、より大きな目で検査を見ることのできる技師になれ
るのではと思います。  
　今後も献血活動や健康展を含めた公益的活動を、技師会より後押ししていただき、多
くの技師、特に若い世代が積極的に関わりを持つことによって大きな技師の輪を広げて
くれれば、検査技師の未来は明るくなるのになぁ～と思うのですが・・・・ 

4日スタッフ 

会場入口 

メインステージ 

サブステージ 

血液サラサラ検査 

骨密度&体成分検査 

4Ｄ超音波検査 
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VoiceVoice
臨床検査技師教育機関からの声 
「臨地実習」 大阪医療技術専門学園 臨床検査技師科　松良 尚子 

8/16（日） 

9/26（土） 

10/24（土） 

研修員の自国における業務状況、研修を通じて解決を図りたい項目の発表 

研修で得られた知見を活用して課題を解決するために病院実習で取り組みたい項目の発表 

帰国後自国で課題解決に取り組むための具体的な行動計画の発表（研修の成果品） 

当日の内容の詳細と会場までのアクセスは・・・・・ 
JICA大阪ホームページ 
http://www.jica.go.jp/osaka/index.html 
をご覧ください。 
JR茨木駅からJICAバスのご利用が便利です。 
乗り場は上記ホームページで。 

備　考 

バス時間 

平成21年8月16日（土）　10：30～16：25
日　時 

会　場 
JICA大阪国際センター　2階ブリーフィングルーム 

参加費 
無料 

内　容 
AM 
 
 

PM

： 
 
 
： 

研修員による自国の紹介 
（お国自慢を含む国の状況説明） 
 
ジョブレポート発表 

12：00～13：00： 昼食休憩（施設内の食堂が利用できます） 

2009年度 JICA仏語圏アフリカ臨床検査技術コース 
受け入れ開始 

　事業を開始して4年目となる今年、仏語圏アフリカ4カ国とハイチから計10名の研修員が来日します。 
8月2日～10月26日の期間、細菌感染症検査の知識・技術の向上と 
帰国後それらを普及させることを目的とした研修が実施されます。 

　今年度の特徴として、より多くの方々にアフリカ諸国の保健事情や国際協力事業を知ってもらえる機会になれば 
との目的から、研修員が発表する場をすべて一般公開にすることになりました。 

BONJOUR!
BONJOUR!
BONJOUR!

ジョブレポート発表会 

中間レポート発表会  

アクションプラン発表会 

ジョブレポート発表会 

　この時期、臨地実習を行われている教育機関は多いと思われます。この臨地実習はこれまでの学習を統合する重要な
実習です。医療の実際を目の当たりにし、プロの技師による指導を通じて知識、技術を修得する、その経験を積み重ねる
ことにより、検査の意義について理解を深め、検査技師としてのあり方を学ぶことが期待されています。また、年代、職種
を超えたコミュニケーションをとりながらの実習は、周囲への配慮や、協調性が培われ、人間的にも成長できるチャンスで
もあります。 
　しかし、これまでの学習は机と黒板に向かい周囲から与えられるものが多く、「自ら学
ぼう」という姿勢が少なく、「教えてもらう」という指示待ちの学生が増えてきています。
この臨地実習では実習生が自ら考えて行動しようとしなければ成長は望めないでしょう。 
　まず、予習、復習を自主的に行い、色々なことに疑問を持ち、まずは自分で考える習慣
を身につける、そのような「学ぶ姿勢」をつくるところから始まると思います。そして、学
ぶ姿勢でいると、どんな些細な事からも知識を得ることが出来ます。それは直接教わった
ことや、検査技術のことだけでなく、言葉使いであったり、整理の仕方、報告の仕方であっ
たりします。成長のキーワードは、学生一人一人の実習への考え方、意欲、そして「素直
さ」なのでしょうか。 

＜往路　ＪＲ茨木　⇒　JICA大阪＞ 
10：05→10：20　出席者 
＜復路　JICA大阪　⇒　ＪＲ茨木＞ 
16：30→16：45　一般参加者 
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自由集会報告 
第25回 北支部自由集会「心電図検査の基礎」 平成21年6月20日（土）於：大阪医科大学 

　第25回北支部自由集会は、上記日程にて2名の講師をお迎えし、「心電図検査の基礎」というテーマで開催しま
した。当日は予想をはるかに上回る、支部最高記録160名の参加者に集まっていただき感激しました。 
私達の経験したことのない多数参加のために、参加者の方々には行き届かぬ点もあったかと思いますが、ご容赦く
ださい。今回のニュースでは、受講者3名の感想文と会場の開催風景を写真でご紹介します。 
　次回の自由集会は、11月下旬～12月頃に血液検査分野を取りあげ開催します。詳細は、また大臨技ニュースに
掲載しますのでご参照ください。 

主催者より 

北支部支部長　竹下 仁 

Feature
Articles
Feature
Articles

1.北大阪警察病院　伊藤 康子 
　6月20日に行われた、北支部自由集会「心電図検査の基礎」に参加しました。 
　前半の済生会野江病院の山崎先生の基礎編では、心電図の歴史から、心電図をとる際に注意する事、判定の仕方
までわかり易く講義していただきました。所々に出てくる、山崎先生の患者様との接し方も勉強になりましたし、最
近、心電図をとる機会が少ない私には良い復習になりました。 
　後半の大阪府三島救命センターの森先生の臨床編では、ドクターが心電図を依頼する理由の症状⇒考えられる
疾患⇒心電図波形、と順に説明していただき、日頃、ドクターと話をする機会が無く、どの様な事を疑って検査を出し
ているのだろう・・・と思うことがあったので、ドクター側からの話を聞けて良かったです。　2題とも、とても貴重な
講義で、大変勉強になりました。 
 
2.ガラシア病院　山田 幸子 
　日頃心電図検査に関わってはいるもののまだ臨床経験も浅く、今後少しでも自分の知識の幅を広げたいという思
いで今回初めて参加しました。 
　基礎編については自分の知識、経験と重ね合わせながら再確認する思いで聞くことができました。自分なりに理
解していたつもりの内容も、理由、意義を聞いて改めて納得、再発見することもあり、勉強になりました。 
　臨床編では難しい症例もありましたが、実際このような症例に出合うことがあれば見逃すことなく報告できるよう
自分の知識にしたいと思いました。 
　受講してからは今まで以上に波形一つ一つの意味を考え、自分なりの所見をもって記録するようになりました。 
　今回の講義はとても興味深く臨床的意義のある内容で、心電図の奥の深さを改めて感じることができました。本
当にありがとうございました。 
 
3.医療法人協和会千里中央病院　渡部 真衣 
　「心電図検査の基礎」というテーマで技師・医師両方の立場からのお話を聞くことができました。基礎編では、心
電図とはどういった検査か、それぞれの波形は何を表しているかなど初歩的な部分からの講義で、わかっているつも
りでもあやふやだった部分や基本的なことで疑問に思っていてもなかなか人に聞けない点が解消でき、自身の知識
の再確認になりました。臨床編では、実際の症例を交えての緊急性・危険性に触れた講義でした。普段ドクターへの
連絡の要・不要で悩むことが多々ある私にとって、大変興味深い内容でした。3時間の集会はあっという間で、とても
充実した時間を過ごすことができました。自分でももっと勉強して日々の検査に活かしていきたいと思います。 

感想文 

講師：山崎氏 

講師：森氏 

会場風景 

（8）大臨技ニュース 



自由集会報告 
第25回 南支部自由集会「各種資格認定サポート勉強会」 ～技師学生さん達の感想～ 
平成21年6月24日（水）於：市立岸和田市民病院 

Feature
Articles
Feature
Articles

　平日の18時30分開始にもかかわらず、南支部自由集会では数年ぶりに100名を超える大盛況でした 
（合計104名：大阪府会員71名、他府県会員12名、非会員3名、メーカー14名、学生4名）。緊急臨床検査士、認定
輸血検査技師、認定臨床微生物検査技師、認定血液検査技師、超音波検査士、糖尿病療養指導士について6名の講
師にそれぞれ約15分で受験申し込み方法から資格要件、試験内容、ポイントにいたるまでを体験を交えお話しいた
だきました。全ての講師が同じ流れで発表され『非常に分かり易く参考になりました』と大好評でした。今回は特に
若手技師の参加が目立ち、大阪府会員71名を会員番号で整理した結果7000番台が20名、8000番台も同じく
20名と実に56％が7000番以降の会員でした。以下に現在、近畿大学医学部附属病院で実習している技師学生4
名の当日の感想を原文のまま紹介します。 

主催者より 

南支部長　中江 健市 

1．日本医療学院専門学校臨床検査学科　川村 知織 
　検査技師の上級資格として認定資格があることは、なんとなくは教科書に載っており知っていましたが、認定資格
を得る為の条件が、ここまで沢山あり複雑であることは全く知らなかったので、このことにとても驚きました。 
　講習を聞くまでは、仕事に就き、業務＋αと勉強でこういった資格が取れると思っていたので機会があれば緊急臨
床検査士や認定臨床微生物検査技師などを取ってみたいと考えていましたが、実際に講習を聞き、各認定には様々
な条件（実務経験や論文・学会発表など）を聞くと職場によっては部屋の異動の関係で取れない可能性もあると
いったことを知り驚きました。 
　今は検査技師の資格も持たず就職先も決まっていない状態で夢のまた夢のような話ではありますが、ただ技師と
して勤めるだけではなく、こういった認定資格を取ることなども考えて職場や学会に入るにも色々と考えていかなく
てはいけないんだな・・・と思いました。 
 
2．日本医療学院専門学校臨床検査学科　小林 麻里 
　私の学会（勉強会）のイメージが変わりました。学会はもっとかしこまった感じで行われていると思っていました
が、笑い混じりで楽しく学生の私でもとても分かり易く聞きやすかったです。 
　認定試験に合格された技師の方々が体験談を交えつつ説明してくださいました。試験を受けるための準備で注
意する点、試験勉強のポイントや試験会場でのアドバイスなど合格に導いてくれる話ばかりでした。とても興味深
かったです。また機会があれば参加させて頂きたいと思いました。 
 
3.大阪医療技術学園臨床検査技師科  仲野 有加 
　病院実習が始まって3ヶ月が経ち、分からないことも失敗もたくさんありますが臨床検査技師さん達に色々と教え
て頂きながら日々勉強しています。今回、認定資格の話を聞き、偉大な方々から指導を受けていることを知りました。
認定資格は技術や知識だけではなく、論文、学会発表、症例数を集めるなど受験資格に達するまでもが大変です。 
　今、私は臨床検査技師のスタートラインにも立っていません。勉強会に参加してこの仕事の新しい一面を知り、より
一層、実習と勉強のやる気につながりました。先ずは臨床検査技師の国家試験に合格するよう頑張りたいと思いま
す。 
 
4. 大阪医療技術学園臨床検査技師科  井上  愛 
　今回の勉強会に参加して私が一番感じたのは、目標を持ちそれに向かい頑張ることが自分を高めていくことにつ
ながっていくという事でした。種類によって講習会や学会へ参加したり、論文を発表するなど条件は様々でどの試験
も難しそうだな・・・と思いました。しかし、実際に認定試験に合格し日々働いておられる方々の顔は、みんな自分に自
信をもっていてとてもかっこいいいと思いました。 
　私も臨床検査技師となって、いつか自分の仕事に役立つ認定を取得するため、これからもっと努力していこうと思
いました。今回は貴重なお話をありがとうございました。 

感想文 

大臨技ニュース（9） 



皆さんのご意見、情報等お待ちしております。 
FAX：06-6763-5653　E-mail：imai@osaka-amt.or.jp

郵送の場合は大臨技事務所までご送付ください。 

平成21年9月号の原稿〆切は8月2日（日）、10月号は9月4（金）です。 

（10）大臨技ニュース 

「認定心電技師のための
　心電図の読み方」 

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。 
届出をされませんと、宅急便のメールサービスを利用した大臨
技からの郵送物は、あて先不明で配達されなくなります。 

★注意★ 

会費は前納制をとっています。継続の方で未納の方は
会誌「医学検査」が中断されますので、念のためご案内
いたします。 

① 
② 
日 本 臨 床 衛 生  
大 阪 府 臨 床  

検 査 技 師 会  
検 査 技 師 会  

10,000円 
5,000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。 
なるべく施設毎にまとめてお振込みください。 
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「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2009年１月号Vol.58、No.１」に掲載さ
れています。 
届出用紙については、日臨技ホームページから入手できます。 

納入金額 

15,000円 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

大臨技事務局より　平成21年度 会費納入のお願い 大臨技事務局より　平成21年度 会費納入のお願い 大臨技事務局より　平成21年度 会費納入のお願い 

（近畿臨床検査技師会含む） 

　日臨技が日本心電学会と共同でスタート
した認定心電技師制度は、心電図が正確に
記録できる知識と技術の向上を基本的な目
標に、記録した心電図を正確に判読し、適切
なコメントができる臨床検査技師の育成に
欠かせないものとしてスタートしました。 
  この本はすでに認定心電技師試験に合格
した人を始め、試験をこれから受ける方、ま
た受験はしないが心電図に係わる仕事に就
いている人たちに役立つことを目的に作製
されています。 

● 内 容  

■　日臨技出版物のご案内   ■ 

※購入方法は　日臨技ホームページ 
　http://www.jamt.or.jp/ 
　→　出版物　を参照ください。 

総論： 
 
 
各論： 

Ⅰ.心電図総論　Ⅱ.その他の心電図検
査　Ⅲ.検査の実際　Ⅳ.心電計の構
造と性能　Ⅴ.その他 
1.正常心電図、電気軸の異常、心房、
心室負荷　2.正常不整脈　3.脚ブロ
ック　4.徐脈性不整脈　 5.上室性不
整脈　6.心室性不整脈　7.虚血性心
疾患　8.その他の疾患 

著者名  （社）日本臨床衛生検査技師会 
出版年月日  2009年5月31日 
ページ数・版型  275ページ　Ａ4版 
価格（消費税含む）  5,000円 
　　                    (会員特価3.000円)

● 目 次  



★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。 

鹿 目 広 行  

行　事　内　容 
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Schedule table
Event

●大臨技理事会 ■会場：大臨技事務所　　時間：18：30～20：30

●仏語圏アフリカ臨床検査技術コース　「ジョブレポート発表会」     
■会場：JICA大阪国際センター 2階ブリーフィングルーム 
■時間：10：30～16：25

●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

※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 2009　8月 大臨技行事予定表 

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

： 
： 
： 

大阪府済生会中津病院　南棟2階講堂     
会員(オブザーバー）500円     
（TEL）：星ヶ丘厚生年金病院　稲田 孝    （072-840-2641【内線298】）    

時 間  ： 18：30～20：00

献血ボランティア 基礎-20
会 場  
時 間  
連絡先 

： 
： 
： 

難波グリーンガーデン（高島屋前）     
10：00～16：00     
（E-mail）：市立豊中病院　清水隆之 
（akane@mub.biglobe.ne.jp）    

　2009年9月行事予定・大臨技ニュース締め切り 

★講演会・講習会参加時は必ず会員証をご持参ください★ 
入会申請中の方は会員証の代わりとして、会費振納入後の 

郵便振込み用紙領収書を提示してください。 

「小型異型尿路上皮病変の診断 - 尿細胞診と尿沈渣の接点」 

第1回 NetでGo! 
インターネット探検隊「資料収集・作成講座入門編」 

講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
: 
:

大阪市立総合医療センター　尾　 幸雄 
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1,000円 
（E-mail)：京阪病院　真鍋 史朗 
（manabe@osaka-amt.or.jp） 

基礎-20 検体管理システム部門 実技講習会 

「一刀両断超音波質問大会」 
生理機能検査部門　大阪超音波研究会 

【事前申込み制】 

専門-20

講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
： 
： 

東海大学医学部附属病院　白石 周一 
住友病院　14階講堂 
14：00～17：00 
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)

パネルディスカッション 
「泌尿器材料における各種検体処理法の実際」 

要望講演 Ⅰ 
尿沈渣中の異型細胞の見方と考え方　～一般検査の立場から～ 
　講師：市立吹田市民病院　佐々木 正義 
要望講演 Ⅱ 
尿細胞診の見方と考え方　～細胞診の立場から～ 
　講師：大阪労災病院　三村 明弘 
 特別講演 
「低異型度尿路上皮癌の細胞診断と鑑別」 
　講師：埼玉医科大学国際医療センター 教授　村田 晋一 

保存液法 
演者：神戸市立医療センター西市民病院　山下 展弘 

2. 
 

直説法 
演者： 奈良市総合医療検査センター  安達 博成 

1. 
 

フィルター法 
演者： 大津赤十字病院　今村 真治 

3. 
 
シンレイヤー法 
演者： 宇治徳洲会病院　江口 光徳 

4. 
 

会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 

大阪医科大学　新講義実習棟(PA会館)101号室     
13：00～17：30     
会員3000円     
（E-mail）：南大阪病院　宇津野 美弥子　（jako@oct.zaq.ne.jp）    

専門-20 近臨技 病理細胞検査部門研修会 【事前申込み制】 

「糖尿病腎症における検査説明－透析から救うために私たちにできること」 
講 師  
会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 
: 
:

渡辺内科クリニック　横山 有子 
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　糖尿病療養指導部会　定例勉強会 

京阪神尿沈渣実習 with 穿刺液（京都・大阪・兵庫合同） 
講義 

上皮細胞類の考えかた 
講師：社会保険神戸中央病院　検査部　石川 正美 

2. 
 

血球類の考えかた 
講師：大阪大学医学部附属病院　医療技術部検査部門　堀田 真希 

1. 
 

実習 
講師：一般検査部門員（京都・大阪・兵庫） 

穿刺液の考えかた 
講師：国立病院機構京都医療センター　研究検査科　佐伯 仁志 

3. 
 

会 場  
時 間  
参加費 
連絡先 

： 
： 
： 

大阪医療技術学園専門学校     
9：30～17：30     
会員3,000円     
（E-mail）：大阪大学医学部附属病院　堀田 真希 
（masakin@pop.dc5.so-net.ne.jp）   

専門-20 一般検査部門 【事前申込み制】 


