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日　時
平成21年9月26日　13:30集合（雨天決行） 
会　場
堺 とれとれ市 バーベキューコーナー
南海本線 湊駅より徒歩15分（海を目指して）
会　費
1500円 飲み物1本付き（2本目からは自己負担になります。）
食材豊富です（新鮮とれとれの海鮮バーベキューをどうぞ）
連絡先
大阪労災病院　出野 憲由
TEL:072（252）3561 院内PHS（4258）
E-mail : et-ideno@orh.go.jp

第248号
2009年（平成21年）9月1日

会員交流会のお知らせ

昨年までは JICAにおいてフランス語も交えた会員交
流会を行っていました。今年は堺のとれとれ市に会場を
移しまして、会員相互の親睦を深める会にしていきます。
どうぞ堺にメルシーボクー（親睦）・・・・欧米か?
大型漁船に体験乗船会も同時に企画いたします。参加

の方は、連絡先の出野宛にメール（必ず返信を確認くだ
さい。9月19日までにない場合はお電話をください。）
もしくは電話にて申し込みください。

とれとれ市ホームページ
http://www.toretoreichi.com/

平成21年度（第2回）大臨技臨床検査標準化サーベイ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、必ず振り込み用紙に施設名、住所、登録者名をご記入ください。

「大阪府臨床検査標準化事業」ホームページ http://oamt.jp/std/ もご参照ください。
（大臨技ホームページ  Link ）

台風接近時の講演会開催について

大臨技臨床検査データ標準化サーベイのご案内

台風などで講習会開催が危ぶまれるときは、開催状況について大臨技ホームページでご案内します。
携帯でもアクセス可能ですので、チェックしてください !

http://oamt.jp/

申し込み期限は9月18日（金）です
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臨床検査技師に求められる統計解析の基本的考え方

Information
of Seminar

学術部講演会
統計学基礎講座のお知らせ

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

The
me

講師 : 千葉県循環器病センター　佐藤 正一

臨臨床検査では、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。

当日は 20 冊限定で佐藤先生の本「病院で使える臨床統計解析」を会場価格にて割引販売いたします。ぜひ、お買い求
めになって統計学の勉強に役立ててください。お勧めの1冊です !

Information
of Seminar

ICT部会 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

日　時
平成21年9月18日（金）　18:30～20:00
場　所
阪急ターミナルスクエア・17 ふじの間
阪急梅田駅上 阪急ターミナルビル17階
参加費
会員500円、非会員3,000円
連絡先
関西医科大学附属枚方病院　中村 竜也
E-mail:nakamurt@hirakata.kmu.ac.jp

平成 21年度、第 2回目の ICT 部会講習会を下記要項
にて開催いたします。今回のテーマは ICT に必要な疫学
統計を中心に行います。ICT 活動に必要な資料作成は検
査部が中心に行っている施設が多いと思われます。そこ
で、いろいろな施設の事例を紹介したいと思います。
また、恒例のグラム染色事例はグラム陰性菌 Part2 で

す。皆さん奮ってご参加ください !

情報組織部 チーム医療部門からのお知らせ

内　容
「ICT活動に貢献できる疫学統計 !」

1. グラム染色講座 ! グラム陰性菌 Part2
 講師 : 市立池田病院　河田 夫美代
2. 検査結果に基づくサーベランスについて
 講師 : 市立豊中病院　上田 恒平
3. 疫学統計事例集 ! こんな資料を作成してます

日　時
平成21年9月19日（土）　14:00～17:00
場　所
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

臨床検査技師に求められる統計解析の基本的考え方
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乳腺・甲状腺の細胞診

Information
of Seminar

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

The
me

講師 : 大阪警察病院　浦岡 孝子

今月のテーマは乳腺・甲状腺の細胞診です。乳腺と甲
状腺細胞診の基礎知識からルーチン業務までの範囲で、 
お話しいただきます。定期講習会の最後の講義ですので、
みなさん奮ってご参加ください。

日　時　平成21年9月25日（金）　18:45 ～ 20:15
会　場　北野病院 5階 きたのホール
参加費　会員500円、非会員3,000円
連絡先　南大阪病院　宇津野 美弥子
 E-mail:jako@oct.zaq.ne.jp

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

「巧みの職人が語るホルター心電図検査 ‒ まずはこれ !次にここを !! 最後はこれだ !!!‒」

Information
of Seminar

生理検査部門 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

The
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講師 : 大阪市立大学医学部附属病院 中央検査部　中尾 満

心電図を使った検査は沢山ありますが、この検査が究
極の心電図検査と言っても 過言では無いと私は考えま
す。それは・・・“ホルター心電図”です !! 24 時間の、 
それも家での心電図を記録できる検査です。しかし究極
と言うだけあって 種々の難問・難点が山積です。究極な
りの難しさを今回は大臨技究極の心電図講師にお願いし
たいと思います。 
検査前から検査中、検査後まで全てにわたって解りや

すく、かつ熱く語っていただけると思います。 
定期講習会では、近年初めてとりあげる検査項目です。

皆さん日々の不安や疑問をどんどんぶつけに来てくださ
いね ! 目から鱗は間違い無いです !! 皆さん誘い合っての
ご参加お待ちしています。 

日　時
平成21年9月24日（木）　18:30～
会　場
大阪医療技術学園専門学校
参加費
会員500円、非会員3,000円
定　員
100名 
連絡先
市立岸和田市民病院　六尾 哲 
E-meil:kch-m620t@kishiwada-hospital.com

学術部 生理検査部門からのお知らせ

エクセル上級講座「エクセルを使って臨床統計解析」
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2009年度 第2回実技講習会 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

The
me

講師 : 京阪病院　真鍋 史朗

今回の実技講習会は、9月19日（土）に学術部主催で開催される統計学基礎講座 講演会のフォローアップ講習会として、
講演会で講師をされる千葉県循環器病センターの佐藤正一先生が書かれた本「病院で使える臨床統計解析」を使ったエ
クセルによる統計処理を行います。臨床検査の現場で使われているようなサンプルデータで、統計基礎データの計算から
相関分析、差の検定、分散分析などの統計処理に必要な技法をエクセルを使って学んでみましょう。 
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
らせ下さい。JAMTISご利用の場合は必ずメールアドレスを登録してください。受付番号の返信をもって受付完了とします。

日　時
平成21年10月10日（土）　14:30～16:30
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）

学術部 検体管理システム部門からのお知らせ

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

1週間以内に返事がない場合は上記までお問い合わせください。
（空きが少なくなっています。希望される方はお早めにどうぞ!）

乳腺・甲状腺の細胞診

「巧みの職人が語るホルター心電図検査 ‒ まずはこれ !次にここを !! 最後はこれだ !!!‒」

エクセル上級講座「エクセルを使って臨床統計解析」
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拡充するエコーとその評価法

Information
of Seminar

第6回 心血管エコー
実技研修会のご案内

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

日　時
平成21年9月30日（水） 　18:30～20:00
会　場
関西医科大学附属滝井病院 南館臨床講堂2階（予定）

テーマ
初心者のためのドプラ血流波形の撮り方、考え方
「まずは左室流出入血流波形から・・・・・」
講師:宝塚市立病院　浅岡 伸光
 ハイメディッククリニックWEST　椿森 省二

Information
of Seminar

大阪超音波技術研究会からのお知らせ

会　場
住友病院14階講堂（大阪市北区中之島5-3-20）
時　間
18時30分～20時00分（予定）
連絡先
住友病院 尾羽根 範員
E-mail:obane-norikazu@sumitomo-hp.or.jp

これまで定例研究会は、偶数月の第 3 水曜に開催しており
ましたが、会場の都合により、今後は第 3 金曜に開催するこ
ととなりました。
つきましては、以降の開催予定が下記のように変更となり

ますので、お間違えのないようご注意願います。

第6回心血管エコー実技研修会を泉州‐岸和田にて開催します。

 募集期間は平成21年9月1日（火）～平成21年9月20日（日）です。
例年募集開始後数日で定員一杯になります。

場所の都合上定員の増はできません。ご注意ください!!
必ず参加した方ご満足していただける研修会を企画しています。

どしどしのご応募おまちしています。
 ※ 開催内容の詳細、申込み方法は大臨技ニュース8月号または

   大臨技ホームページをご覧ください。

OSAKA心血管エコー研究会のご案内 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

Theme 平成 21年度テーマ

平成21年度・第4回（通算137回）

今年度より顧問の先生を招致し懐深い研究会となっております。ぜひご参集ください!!

参加費
平成21年度・年会費3,000円（年会員は特別企画,特別講演で優遇）
通常勉強会は1回あたり500円
特別企画、特別講演を含む計8回開催を予定
研究会についての問い合わせ先
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

※日本臨床衛生検査技師会の生涯教育への登録を希望の方は、参加
当日、会員証をお持ちください。今年度から当研究会におきまして会
員証がない場合は生涯教育への登録ができません。

・当研究会HP完成!!
 最新情報を発信いたします!
・平成21年度
 OSAKA心血管エコー研究会特別企画考案中

■第156回定例研究会:10月16日（金）
■第157回定例研究会:12月18日（金）
■第158回定例研究会: 2月19日（金）

いずれも・・・・・

開催テーマ等につきましては、あらためてご案内いたします。

拡充するエコーとその評価法
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「グラ染の解釈一つで大きく違う ～ただ染めるだけじゃありません～」

Information
of Seminar

微生物検査部門 9月定期講習会 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

The
me

講師 : 西神戸医療センター 臨床検査技術部　山本 剛

グラム染色は細菌感染症における最初の防衛ラインです。検査を担当する技師の経験・知識が、患者の初期治療の正否
に大きく関わります。
今回は、西神戸医療センターの山本剛先生をお迎えし、臨床に貢献できるグラム染色の有り方をご講演いただきます。

6月には『ゼロからの塗抹鏡検検査』と題した講習会を実施しましたが、今回は更に一歩踏み込んで、標本を見る時に得
るべき患者情報や、臨床への報告の仕方など、我々の第一防衛ラインをより強固にする知識をご講演いただく予定です。
グラム染色道場師範（ちょっと手前）の山本先生に、皆さんも稽古をつけてもらいましょう !グラ染初心者も奮ってご参

加ください。

日　時
平成21年9月29日（火） 18:30～20:00
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）

学術部 微生物検査部門からのお知らせ

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

高脂血症型分類の検査の進め方と異常データの解析方法

Information
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臨床化学検査部門講演会  「脂質検査」 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

The
me

講師 : 積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター 学術西日本グループ　金田 幸枝

日　時
平成21年9月10日（木） 18:30～20:00
会　場 
大阪市立大学医学部  4 階小講義室

学術部 臨床化学検査部門からのお知らせ

参加費
会員700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　増田 詩織
TEL&FAX.072-360-2344 
E-mail:shiori-m@kensa.med.kindai.ac.jp

Study
Committee

第1回 臨床検査技師の立場から見たペースメーカ外来業務検討会

日　時
平成21年9月11日（金）　18:30～
会　場
フクダ電子近畿販売株式会社 1Fショールーム
主　催
フクダ電子近畿販売株式会社
後　援
社団法人大阪府臨床検査技師会
申込先
フクダ電子近畿販売　TEL:06-6190-3100

昨年4月1日より、業者の立ち入り規制が実施され医療機関でも各部門で対応を迫られるようになりました。
我々にとって比較的身近なものであるペースメーカに関する立ち会い業務について

検査技師としていろいろ考えようではありませんか。

★事前登録制（定員40名）
★日臨技生涯教育研修制度認定専門 -10点（自己申告制）

プログラム
18:30 ～19:00 1.『臨床検査技師の立場から見た

ペースメーカ立会い業務』
小林 博（大阪警察病院 臨床検査技師）

19:00 ～ 20:00 2. トークセッション
「検査技師の今後の役割」

司会
高田 厚照（臨床検査技師会生理部会部部長）
コメンテーター
小林 博   （大阪警察病院 臨床検査技師）
竹浦 久司（大阪府臨床検査技師会事業局長）
楠本 篤司（フクダ電子 カーディアックラボ関西）

「グラ染の解釈一つで大きく違う ～ただ染めるだけじゃありません～」

高脂血症型分類の検査の進め方と異常データの解析方法

大臨技ニュース（5）
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2009年度JICA仏語圏アフリカ臨床検査技術コース

中間レポート発表会
日　時
平成21年9月26日（土） 10:30～16:10
会　場
JICA大阪国際センター 2階 ブリーフィングルーム 
※当日フロントにて場所をご確認ください。
内　容
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

Report
糖尿病療養指導部会 講演会感想

済生会野江病院 検査科　田村 美貴糖尿病療養指導士講演会に参加して

　2009年7月5日（日） 糖尿病療養指導士講演会に参加しました。テーマは『今日から活かせる療養
指導の秘策』で、そのテーマのとおり、どの先生のお話も毎日の業務の中で、患者さんとのかかわりに
役立つことが多く、あっという間に時間は過ぎ、とても楽しく充実した講演会でした。

　特に運動療法の指導に対する講演をしてくださった常行先生の講演は、聞くだけでなく参加型の勉
強でとても楽しく、また糖尿病における運動の効果を再確認することができました。5～10分程度の
短い時間でも長期間にわたり運動療法を行っていると、糖尿病患者さんの血糖コントロールに対して
効果があるというエビデンスが確立されている研究データもありました。日常では行わない動きや、ス
トレッチを取り入れた簡単なエクササイズを忙しいからという理由の患者さんに、もっと積極的に指導
していきたいと思いました。

　また実践では、少しのスペースで行える簡単な運動や、椅子に座ったま
までも効果が得られるエクササイズを教わりました。会場で実際に体験し
てみると、10分程度の短時間の運動でしたが、冷房で冷えていた体も少
しずつ温まっていくのを実感しました。実践した運動は椅子に座って行え
るので、ウォーキングなどの運動が困難な患者さんにも活かせることがで
きます。また、好きな音楽を聴きながら行うので、その方に合った速さや、
強度で運動ができることがわかりました。
　糖尿病患者さんに療養指導を行ううえでとても参考になり、今まで運動
療法についての話があまりできなかった症例の患者さんにも実践してい
きたいと思いました。

Report
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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。 



Voice
臨床検査技師教育機関からの声
第4回 大臨技教育セミナー 感想文
於:平成21年7月18日（土） 関西医科大学附属滝井病院 

　現在私は、臨地実習を行わせていただいています。病院での臨床検査技師の仕事は、大体どういう

ものなのか少し分かってきたつもりでしたが、今回の大臨技教育セミナー受講させていただいて、病院

や企業、治験コーディネーターや大学編入といった様々な分野でご活躍されている先輩方のお話を聞

くことができ、私にとっては、すべてが新鮮で知らないことばかりでした。

 

　臨床検査技師の資格を取るだけでなく、病院に就職した後も輸血認定技師をはじめ、様々な認定資

格があることを知りました。私も病院に就職したら、いつか挑戦できればと思いました。また企業に就

職するという選択肢は、分析装置にのせる検査試薬のランニングや機器のメンテナンスを通して、患者

様にいち早く適切な治療を行うために、迅速かつ正確な検査が実施できるような状態を提供している

重要な仕事であるのだと感じました。当初のイメージとして、企業は、患者様とは全く関わりのない仕

事だと思っていましたが、病院内だけでなく病院外からも患者様を支援することができる重要な役割

を果たしていることを知ることになりました。

 治験コーディネーターについては、患者様に新薬を勧め、その経過を見ていくという仕事だと簡単に

思っていました。しかし、治験に参加してもらうという初めの段階においても、患者様の検査データを

読み、新薬がどの患者様に適合しているのか臨床的に読み取る必要があり、患者様に治験の説明を

行って、同意を取得しなければならないなど、とても大変ですごく難しい仕事なのだと思いました。

また、就職への道ばかりを考えていましたが、大学編入といった臨床に関わる様々な研究を行うことも

興味深く感じました。

 

　私はまだどのような仕事に就くかは全く決めておらず、悩んでいる状態ですが、臨床検査技師という

職業にもたくさんの道があることを改めて知ることになりました。就職する、ということは人生にとって

一つの区切りになると思います。自分は臨床検査技師として何に向いているのか、何をやってみたいの

かをじっくり考え、立派な「臨床検査技師」になれるように頑張りたいです。

 

日本医療学院専門学校3年　山本 千恵子

Voice
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大臨技事務局より 平成21年度 会費納入のお願い 

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。

▣平成21年度会費 納入金額
①日本臨床衛生検査技師会 10,000円
②大阪府臨床検査技師会 5,000円
　（近畿臨床検査技師会含む）

15,000円

▣会費領収書について
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。

★注意★
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。

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10月号の原稿〆切は9月4日（金）、11月号は10月4（日）です。

▣会費領収書について

日臨技ホームページより活用情報

●医療機器不具合等報告の症例の公表●
広く医療従事者に事例を事例を共有し、

医療機器にかかる安全な使用の向上に役立
てる目的のため、平成21年度第1回薬事・
食品衛生審議会医療機器安全対策部会に
て報告された医療機器の不具合等報告の
一覧がエクセル形式で公表されています。

厚生労働省ホームページ内
医療機器不具合等の報告

http://www.mhlw.go.jp/
za/0731/d21/d21-2.html

－ 参考 医療機器不具合等報告分類 －（一部抜粋）
（1）画像診断用機器

（例 X線 CT装置、X線防護用具など）
（2）生体監視・臨床検査機器等

（例 心電計、分娩監視装置、臨床化学
自動分析装置など）

●新型インフルエンザの情報について●
「情報共有」を目的として厚生労働省、

国立感染症研究所 感染症情報センター、
日本医師会、首相官邸等新型インフルエン
ザ対策に関するリンクが掲載されています。

日臨技ホームページ内
新型インフルエンザについて

http://www.jamt.or.jp/
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★ 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。

火

水

木（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）
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
（TEL）星ヶ丘厚生年金病院　稲田 孝　（072-840-2641【内線 298】）

金 2009年10月行事予定・大臨技ニュース締め切り

土

日 茨木市健康展（2009年みんなの健康展）
場　所 :
時　間 :

茨木市保健医療センター・茨木市健康増進センター
10:00 ～16:00

豊中市民健康展 (第34回 とよなか市民健康展 )
会　場 :
時　間 :

中央公民館・豊中市民会館
10:00～ 16:00

月

火

水

木（専門 -20）臨床化学検査部門 講演会「脂質検査」 高脂血症型分類の検査の進め方と異常データの解析方法
講師 : 積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター 学術西日本グループ 
　　　金田 幸枝
会　場 :
時　間 :
参加費 :
連絡先 :

大阪市立大学医学部  4 階小講義室
18:30 ～20:00
会員700 円
（E-mail）近畿大学医学部附属病院　増田 詩織
（shiori-m@kensa.med.kindai.ac.jp）

●大臨技理事会　　会場 : 大臨技事務所  時間 :18:30 ～20:30

金（専門 -10）第1回 臨床検査技師の立場から見たペースメーカ外来業務検討会【事前申込み制】
会　場 :
時　間 :

フクダ電子近畿販売株式会社 1Fショールーム
18:30 ～

土（基礎‐20）検体管理システム部門 実技講習会 【事前申込み制】

第2回 エクセル初級講座「関数つかいこなし編」
講　師 :
会　場 :
時　間 :
参加費 :
連絡先 :

大阪鉄道病院 保健管理部 大江 泰浩
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）

吹田市健康展（第26回 みんなの健康展）
場　所 :
時　間 :

吹田市文化会館（メイシアター）
13:00 ～16:30

日 吹田市健康展（第26回 みんなの健康展）
場　所 :
時　間 :

吹田市文化会館（メイシアター）
9:00 ～16:30

月

火 ●渉外部会　　　　会場 : 大臨技事務所  時間 :19:00 ～20:30

水 ●総務・会計部会　会場 : 大臨技事務所  時間 :19:00 ～20:30

木 ●情報組織部会　　会場 : 大臨技事務所  時間 :19:00 ～20:30

●地区事業部会　　会場 : 大臨技事務所  時間 :19:00 ～20:30

金（基礎 -20）情報組織部チーム医療部門 ICT 部会
「ICT 活動に貢献できる疫学統計 !」
1. グラム染色講座 ! グラム陰性菌 Part2
講師 : 市立池田病院 河田夫美代
2. 検査結果に基づくサーベランスについて
講師 : 市立豊中病院 上田恒平
3. 疫学統計事例集 ! こんな資料を作成してます
会　場 :

時　間 :
参加費 :
連絡先 :

阪急ターミナルスクエア・17 ふじの間
阪急梅田駅上 阪急ターミナルビル17 階
18:30 ～20:00
会員500 円
（E-mail）関西医科大学附属枚方病院 中村 竜也
（nakamurt@hirakata.kmu.ac.jp）

土（基礎 -20）学術部講演会
「臨床検査技師に求められる統計解析の基本的考え方」
講　師 :
会　場 :
時　間 :
参加費 :
連絡先 :

千葉県循環器病センター 佐藤 正一
関西医大滝井病院 南館2階臨床講堂
14:00～ 17:00
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） 

日

月

火

水

木（専門 -20）生理検査部門 定期講習会
「巧みの職人が語るホルター心電図検査
─まずはこれ !次にここを !! 最後はこれだ !!! ─ 」
講　師 :
時　間 :
参加費 :
連絡先 :

大阪市立大学医学部附属病院 中央検査部 中尾 満
18:30～
会員500円
（E-mail）市立岸和田市民病院 六尾 哲
（kch-m620t@kishiwada-hospital.com）

金（専門 -20）病理細胞検査部門 細胞診定期講習会「乳腺・甲状腺の細胞診」
講　師 :
時　間 :
会　場 :
参加費 :
連絡先 :

大阪警察病院 浦岡 孝子
18:45～ 20:15
北野病院 5F きたのホール
会員500円
（E-mail）南大阪病院　宇津野 美弥子（jako@oct.zaq.ne.jp）

土（基礎‐20）「大臨技会員交流会 」
会　場 :
時　間 :
参加費 :
連絡先 :

堺 とれとれ市 バーベキューコーナー
13:00～
1,500円
（E-mail）大阪労災病院 出野 憲由（et-ideno@orh.go.jp）

JICA仏語圏アフリカ臨床検査技術コース中間レポート発表会」
会　場 :
時　間 :

JICA大阪国際センター 2階 ブリーフィングルーム
10:30～ 16:10

日

月

火（専門 -20）微生物検査部門 定期講演会「グラ染の解釈一つで大きく違う～ただ染めるだけじゃありません～」
講　師 :
会　場 :
時　間 :
参加費 :
連絡先 :

西神戸医療センター 臨床検査技術部 山本 剛
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）

水（専門 -20）OSAKA心血管エコー研究会
「初心者のためのドプラ血流波形の撮り方、考え方」
『まずは左室流出入血流波形から・・・・・』
講　師 :
会　場 :
時　間 :
参加費 :
連絡先 :

宝塚市立病院  浅岡 伸光
ハイメディッククリニックWEST  椿森 省二
関西医科大学附属滝井病院 南館臨床講堂2階（予定）
18:30～ 20:00
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）

●常務理事会　会場 : 大臨技事務所  時間 :19:00～ 20:30

Event
Schedule table

2009　　9月 大臨技行事予定表 ※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

鹿 目 広 行

★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。

行 事 内 容


