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日　時
平成21年10月31日　14:00～17:00 
会　場
大阪YMCA国際文化センター
大阪市西区土佐堀1-5-6
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅下車3号出口西へ徒歩5分
入場料
無料
主　催
（社）大阪府薬剤師会・（社）大阪府臨床検査技師会
（社）大阪府栄養士会
後　援
大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市
お問合先
社団法人 大阪府薬剤師会「府民健康フォーラム」係
TEL.06-6947-5481 （平日午前9時～午後5時）
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がんを予防するには、日常生活における心掛けが重要です。
今回は、「日常生活からがん予防を考える」をテーマに講演会を開催し、
府民のみなさまに健康で快適な生活をお過ごしいただくための知識を

薬剤師・臨床検査技師・栄養士の立場からご提案いたします。

10月13日に平成21年度標準化サーベイを実施いたします。
原則として13日中にサーベイ試料を測定していただけますようお願い申しあげます。

大臨技臨床検査データ標準化サーベイのご案内

プログラム

 府民健康フォーラム
私たちの暮らしと薬・検査・栄養

申込先
ハガキ 〒540-0019 大阪市中央区和泉町1-3-8
 社団法人 大阪府薬剤師会内「府民健康フォーラム」係
FA X  06-6947-5480
E-mail kenkoforum@osaka-fuyaku.jp
締　切
2009年10月23日（金）
申込方法
ハガキ、FAX、E-mailでお申込ください。「郵便番号・住
所・氏名・電話番号・参加希望人数」を明記のうえ、上記
申込先までお送りください。応募者多数の場合は抽選の
うえ、当選者に招待状を送付いたします。
※応募の際の個人情報は、当選者への招待状発送にのみ利用させていただきます。

※午後1時より講演開始まで薬剤師会、臨床検査技師会、
 栄養士会による相談コーナーを設置しております。

大阪大学医学部附属病院 医療技術部検査部門　山西 八郎
E-mail:yamaha@hp-lab.med.osaka-u.ac.jp

問 い 合 わ せ 先

開会挨拶 大阪府栄養士会 会長　酒井 欣吾

テ ー マ 日常生活からがん予防を考える
司会： 関西女子短期大学 保健科　泉 浩実

基調講演 「がんを知り、社会と共に進めるがん治療」
講師： NTT 西日本大阪病院院長 

大阪府立成人病センター名誉総長
医学博士　今岡 真義

講 演 Ⅰ 「がん予防のために　～喫煙防止～」
講師： 大阪府薬剤師会 理事　山村 万里子

講 演 Ⅱ 「大切にしよう乳房、年1回は受けよう乳腺エコー」
講師： 住友病院 臨床検査部 尾羽根 範員

講 演 Ⅲ 「栄養・食生活からがん予防を考える
（がん予防と食生活）」

講師： 大阪府栄養士会 理事 市立貝塚病院 
栄養管理室 室長　中野 忠雄

閉会挨拶 大阪府薬剤師会 会長　中西 光景

大臨技ニュース（1）
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第26回 大臨技南支部自由集会のご案内 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10月24日（土） 15:00～18:00
会　場
岸和田徳洲会病院 3F大会議室
（エレベーターにて3階へ上がり左折、突き当りを左折、正
面が大会議室になっています）
岸和田市加守町4-27-1 南海電鉄南海本線春木駅 徒歩8分）
有料駐車場有（最初の1時間無料、以後1時間ごとに100円）
会場担当
櫛引 健一（くしびき けんいち）
TEL:072-445-9915（PHS:4867）
参加費
会員500円、非会員3,000円
連絡先（自由集会・29の会ともに）
南支部長　中江 健市（近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部） 
TEL:072-366-0221（内線2183）
E-mail : nakae@kensa.med.kindai.ac.jp

テーマを見られて『あれっ?このテーマどっかで見たことあるよ !』『6月の北支部自由集会と一緒と違うの !?』
ピンポーン !! 今回、南支部では6月に大阪医科大学で開催され大好評であった北支部自由集会の内容を講師もそのま

まにリバイバル講演させていただきます。
心電図検査はどこの施設でも行われている検査ですが、生理部門以外の方では、心筋梗塞の典型的なパターンは見逃

さないけど、それ以外は自信がチョット・・・という人も多いのではないでしょうか。当直のときなど困ったことはありま
せんか ?基礎編では正しい心電図を記録するためのノウハウや危険な波形の見極めなどを、臨床編では心電図から何が解
るのか、心電図異常の起こるメカニズムなどを、解りやすく解説していただきます。この機会に「解っているようで難しい
心電図」の不安を解消しましょう ! 他府県、他支部、もちろん 6月に聴講された方も大歓迎です。
なお今回、会場が岸和田徳洲会病院に変わっておりますので、お間違いのない様お気を付けてお越しください。多数の

参加をお待ちしております。

内　容
1. 基礎編（臨床検査技師）  
 講師 : 済生会野江病院 検査科　山崎 正之
2. 臨床編（医師）
 講師 : 大阪府三島救命救急センター 医長 　森  敏純

『心電図検査の基礎知識』
The

me
ーこの波形見たことあるけど、何だっけ ?あやふやな記憶を確かな知識に! ー

第21回 南支部懇親会（29の会）のご案内

日　時　平成21年10月23日（金） 19:00～21:30
参加費　4,000円（当日、会場にて徴収いたします）
会　場　なんば“道頓堀ホテル” TEL:06-6213-9040

赤・橙グループ発表 テーマ :『膵臓』 
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大阪超音波技術研究会

The
me 担当 : 住友生命総合健診システム 長尾 顕一

 大阪鉄道病院  藤田 幸二 

日　時
平成21年10月16日（金）　18:30～20:15
会　場 
住友病院 14 階講堂

学術部 生理検査部門からのお知らせ

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

※定例研究会の開催日が第3金曜に変更となっています。

『心電図検査の基礎知識』

赤・橙グループ発表 テーマ :『膵臓』 

平成12年から始まったこの会も早いもので21回目となりました。
楽しく飲んで気さくに語り合える会です。はじめての方、他支部の
方、企業の方、気軽にご参加ください。会場の都合がありますので、
参加希望者は10月20日までにご連絡願います。
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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

学術部 生理検査部門からのお知らせ

「神経モニタリング」聞いたことありますか ?
誘発電位と脳波の組み合わせで、手術中に監視し続ける検査です。

治療（手術）の現場にリアルタイムで参加できるので緊張感もあり、「The 臨床 !」という面白みがあります。
普段はあまり入らない手術室で行ない、脳外・整形・心外からの依頼が中心です。

首から上の中枢神経機能（大脳 , 脳神経 , 脳幹部）と脊髄機能の機能温存のために行います。
最近かなり依頼の増えている検査です。そのうちに , あなたの病院で依頼が出るかもしれませんよ !
取っ付き難いモニタリングをビデオを用いてわかりやすく、かつ聞きやすくお話してくれると思います。

今回は、初心者向けの入門編として企画しました。
皆様お誘い合わせのうえのご参加、お待ちしています。

日　時
平成21年10月22日（木）　18:30～
会　場
大阪医療技術学園専門学校

「実践術中神経モニタリング」
The

me
講師 : 天理よろづ相談所病院医学研究所　瀬川 義朗

参加費
会員500円、非会員3,000円
連絡先
市立岸和田市民病院　六尾 哲
E-mail:kch-m620t@kishiwada-hospital.com
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糖尿病療養指導部会 定例勉強会

～日本糖尿病療養指導士認定試験対策～
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

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

今年の試験問題の傾向と対策についてガイドブック
2008から詳しく そして楽しく解説致します。当たるも
八卦当たらぬも・・・ 
今年受検を考えておられる方はもちろん、すでに資格

をお持ちの皆さんの知識の確認にも役立つ、豪華白黒1
色刷り印刷資料付き。必見です !

日　時
平成21年10月14日（水）　18:30～20:00
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-mai:yamashita.osaka.red@apost.plala.or.jp 

『合格請負人 Mr.CDEJが送る 糖尿病療養指導士受験 2009 傾向と対策 』
The

me
講師 : 大阪鉄道病院　小宮山 恭弘

※お知らせ:　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

Previous
Notice

輸血検査症例検討会 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

学術部 輸血検査部門からのお知らせ

輸血検査部門では右記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。

日　時 平成 21年 11月7日（土） 　14:00 ～17:00
会　場 大阪府赤十字血液センター 7 階 研修室
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

「実践術中神経モニタリング」

『合格請負人 Mr.CDEJが送る 糖尿病療養指導士受験 2009 傾向と対策 』

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）

大臨技ニュース（3）
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第14回 近畿輸血検査研修会 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

学術部 輸血検査部門からのお知らせ

日　時
平成21年10月4日（日） 8:55～12:00（受付8:30～）
会　場
コスモスクエア国際交流センター 大会議室
大阪市住之江区南港北1丁目7番5号 
TEL 06-6614-8700（代）
参加費
4000円（日臨技会員のみ）
主　催
近畿臨床検査技師会
担　当
大阪府臨床検査技師会 輸血検査部門
連絡先
kinki-yuketsu@mail.goo.ne.jp
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。
大阪府済生会中津病院　深田 恵利奈
TEL:06-6372-0675

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日目の中級実技講習会は申し込みを終了させていだたきましたが、2日目の講演会は事前申し込み不要で参加して

いただけます。
多くの方々の参加をお待ちしています。

内　容
【講 演】
自己抗体保有患者への輸血
講 師 : 関西医科大学滝井病院　大西 修司 

【シンポジウム】
赤十字血液センターの検査を知ろう
講演1: 赤血球・抗体検査

講 師 : 大阪府赤十字血液センター　玄 景明  
講演 2: 白血球・血小板検査

講 師 : 大阪府赤十字血液センター　松山 宣樹    
講演 3: 副作用・感染症調査時の検査（症例紹介を含めて）
　 講 師 : 兵庫県赤十字血液センター　坊池 義浩

Information
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細胞診定期講習会

細胞検査士資格認定試験1次対策スライド模擬試験
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 病理細胞検査部門からのお知らせ

恒例となりました『スライド模擬試験』ですが、今年は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2部構成（60問×2回）で実施します。
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。

参加費
会員1,000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

スライド模擬試験（フォト形式）
The

me
講師 : 病理細胞検査部門 世話人

日　時
平成21年10月3日（土）　15:00～18:30
会　場
北野病院 5階 きたのホール
【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

大臨技学術部からのお知らせ
学術部では会員の皆様に救急処置に対する興味を持っていただくために11月13日（金）に救急処置

に関する講演会を予定しております。
医療従事者として、持っておかなければならない知識であり、会員の皆様の参加をお待ちしております。

 詳しくは大臨技ニュース11月号に掲載いたします。

スライド模擬試験（フォト形式）

予告予告

（4）大臨技ニュース
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血液検査部門　特別講演会 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

学術部 血液検査部門からのお知らせ

今年度の特別講演は、山口大学の野島先生を招いて、止血検査で凝固異常が見つかったときの異常値の考え方や・そ
の後の検査の進め方など診断までの道筋を、また京都大学の志賀先生には昨年改訂されたWHO 分類 2008について
WHO 分類 2001からの変更点など形態を中心に講演していただく予定です。

参加費
会員1,000円  非会員5,000円
連絡先
星ヶ丘厚生年金病院 検査部    稲田 孝
TEL: 072-840-2641（内線298）

凝固 : 血小板・凝固・線溶機構と機能検査 ‒凝固・線溶異常のプロセス‒

The
me

講師 : 山口大学医学部大学院医学系研究科・生態情報検査学 教授　野島 順三

日　時
平成21年11月14日（土）　13:30～16:30
会　場
あべのメディックス  6階ホール

形態 : 新WHO分類2008  第3版からの変遷   ～形態を中心に～
講師 : 京都大学医学部付属病院  検査診断部  システム部門統括責任者　志賀 修一

Information
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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

学術部 微生物検査部門からのお知らせ

 感染で最も恐ろしいことは何でしょうか ?患者の状態がシビアであればあるほど、些細な事が命取りとなり、管理を難渋
させ、時には患者の生命を危険に晒し、不幸な結果を招くことではないでしょうか。
 今回は、大阪府済生会吹田病院で ICDとして、また、ICU 科長としてご活躍されている小林敦子先生をお迎えして、院
内感染の取り組みや感染対策に重要な症例、微生物検査との連携などを御講演いただきます。重症患者の臨床現場を日
夜奔走されています先生のお話は、微生物検査担当技師としてだけではなく、医療従事者として必見です !
皆様、奮ってご参加ください。

共　催
ファイザー株式会社
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

『ICDの 365日 ー 今、微生物検査室に望むもの』
The

me
講師 : 大阪府済生会吹田病院  ICU 科長　小林 敦子

日　時
平成21年10月16日（金） 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）
参加費
会員500円、非会員3,000円

※本講演は、5月に予定していた定期講習会を、インフルエンザ感染拡大の防止として10月に延期させていただいたものです。

Information
of Seminar

臨床化学検査部門講演会 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

学術部 臨床化学検査部門からのお知らせ

 「未病・生活習慣病と臨床検査」
The

me
講師 : 神戸常盤大学 保健科学部 臨床検査学科 学科長・教授　片山 善章

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

日　時
平成21年10月15日（木） 　18:30～20:00
※今回は第3木曜の開催になっています。
会　場
大阪市立大学医学部  4階小講義室

凝固 : 血小板・凝固・線溶機構と機能検査 ‒凝固・線溶異常のプロセス‒

形態 : 新WHO分類2008  第3版からの変遷   ～形態を中心に～

『ICDの 365日 ー 今、微生物検査室に望むもの』

 「未病・生活習慣病と臨床検査」

大臨技ニュース（5）



Information

第7回

大阪臨床検査ISO15189研究会 のご案内
評価点:基礎教科-10点（予定）

（会員証をお持ち下さい）

日　時
平成21年10月31日（土）　14:00～19:00 （13:30開場）
会　場
大阪医科大学 PA会館1F 
JR「高槻」駅より徒歩約8分
阪急京都線「高槻市」駅より徒歩約3分
会場地図
（http://hospital.osaka-med.ac.jp/access.html）
参加費
会員500円
主　催
大阪臨床検査ISO15189研究会
共　催
大阪府臨床検査技師会
後　援
財団法人日本適合性認定協会（JAB）
連絡先
世話人代表 大阪医大病院中央検査部　井口 健
E-mail:kenmie@ruby.famille.ne.jp

1. ISO15189取得経験

①「ISO15189 認定取得までの取り組み」

講師 : 大阪医科大学附属病院 中央検査部

田中 秀磨
②「ISO15189 認定取得後の効果について」

講師：東京大学医学部附属病院 検査部

大久保 滋夫

2. 特別講演

「ISO15189 の日本での現状と今後」

講師 : 日本適合性認定協会 認定センター課長

下田 勝二

3. 意見交換会

　大阪医科大学地下食堂

平成 21年 8月31日の時点で国内での ISO15189 認定施設は 46 施設となり、これから認定施設がさらに増えて
いくことは確実です。認定取得を検討中の施設の方はもちろん、ISO15189に関心のある方は、ぜひともご参加いただ
きますようお願い申しあげます。今回の特別講演は、日本適合性認定協会、認定センター課長の下田勝二先生をお招きし
“ISO15189 の日本での現状と今後”の題名で最新情報を含めた講演をお願いいたしております。
今回も、前回好評であった意見交換会を設けておりますので、奮ってご参加くださいますようお願いいたします。

プログラム

大阪臨床検査ISO15189研究会ホームページ
URL:http://www3.famille.ne.jp/～kenmie/iso.html

※評価点=日臨技生涯教育点数

Information

日本医療マネジメント学会大阪支部 第3回学術集会

演題募集のお知らせ

2010 年1月16日（土）開催される標記学会では、医療の質の向上を求めて、医師、看護師、薬剤師等コメディカル、事務、
管理者等多職種の医療関係者が、クリティカルパスをはじめ、医療連携、医療安全、人材活用、IT化、医療の質評価な
ど医療現場における各種の研究、提案をおこなっています。 

新たな視点 医療マネジメントの変革にスイッチONThe
me

日　時
平成22年1月16日（土）　10:00 ～16:00
会　場
ナーシングアート大阪
（大阪府大阪市城東区鴫野西 2-5-25）

申込締切
10月30日（金）必着

抄録募集要領は・・・・・

http://jhm.umin.jp/jhm40/local/osaka/osaka03.html
に掲載されています。

●ぜひ、多くの方々のご応募をお待ちしています●

新たな視点 医療マネジメントの変革にスイッチON
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Voice
臨床検査技師教育機関からの声
「大臨技教育セミナーに参加して」

今回私は、この大臨技教育セミナーにおいて、「いろいろな職

場で活躍する先輩が抱負を語る」というワークショップで、「大学

院に進学して」というテーマの発表をさせていただきました。

まず、恥ずかしながら、このようなセミナーが今までにあった

こと自体、知らなかったので、どのようなことをお話すればいい

のか全くわかりませんでした。お話をいただいた時点では、まだ、

大学院に入って1ヶ月くらいで、「大学院生」というものもあまり

経験していませんでした。それにも関わらず、教授から発表をす

るように頼まれたので断ることもできないまま、途方にくれていま

した。そんな時、幸いにも、私はサンプル収集のためにタイへ行

かせてもらうことが決定しましたので、それについての話をメインとして発表の資料等を作成するこ

とに決めました。

本番当日、まさかこんなに大勢の聴衆が来ているとは思っていませんでした。このような大勢の

前で発表するのは初めてのことだったので、大変緊張しました。質疑応答も活発にされたにも関わ

らず、私の説明不足で、相手の質問にきちんと答えられたかどうかは少し疑問です。私と同じような

学生さん達が、こんなにもまじめに将来について考えていたのには、感心しました。

また、いろいろな現場で働いていらっしゃる他の先生方の講演も聞くことができ、就職活動を間

近に控えている私にとっても、大変良い勉強をさせていただきました。最初はいやだと思っていたセ

ミナーでの発表でしたが、終わってみると、このような大きな舞台で発表をさせていただき、貴重な

経験ができたと思っています。参加させていただき、感謝しています。 

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 博士前期課程1年　仁木 真理恵

～今回は、講師の方から感想文をいただきました～

（当日の参加者は131名）

Voice

大臨技ニュース（7）



去る 8月8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。（受付 82名、献血62名）
次回は平成 22 年 2月に実施いたします。公益活動である大事な献血

推進活動です。 
大臨技 役員、大臨技会員及び賛助会員の皆様、臨床検査技師教育機

関の皆様、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

Report
献血ボランティア 報告
第31回 夏季 献血推進活動

長く続いた梅雨もようやく明け、夏の強い日差しの降り注ぐ
8月8日土曜日の朝から、ナンバの繁華街で献血ボランティア
のティッシュ配りに挑戦しました。大臨技輸血検査部門からは
私を含めて2名が参加し、地下鉄の出入り口で待ち構えて道
行く人にティッシュを配りながら献血をお願いしました。

普段は医療機関の輸血部門として血液製剤を使う方の立場で、血液センター
さんには無理も聞いていただいているのですが、今回のボランティアを通してド
ナーリクルートの大変さもわかったように思いました。

大阪府済生会中津病院　深田 恵利奈

献血ボランティアに参加して

Previous
Notice

平成21年度手話講演会
1

日　時
平成21年12月5日（土）　14:00～16:00
会　場
大阪府教育会館たかつガーデン

詳しくは順次、大臨技ニュースでお知らせします。
皆さんの参加をお待ちしています。

渉外部からのお知らせ

テーマ
目で聞くコミュニケーション『手話』の魅力
講　師
コミュニケーション・オフィス「はあとふる すまいる」
代表　多田 京子

平成21年度大臨技・大放技合同フォーラム
日　時
平成22年1月16日（土）　14:00～17:00
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

テーマ
打倒!乳がん　～早みつけて、早治そう～

Report
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BONJO
UR!

BONJO
UR!

2009年度JICA仏語圏アフリカ臨床検査技術コース

アクションプラン発表会
日　時
平成21年10月24日（土） 10:30～16:45
会　場
JICA大阪国際センター 2階 国際会議場 
※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
帰国後自施設で取り組む項目の発表 

Previous
Notice

第4回 職域部会 開催のお知らせ

前回に引き続きテーマは「病院機能評価 Ver.6」です。Ver.6 受審施設による情報提供を基に討論会をおこないます。

日　時
平成21年11月6日（金）　19:00～20:00
会　場
大臨技事務所
参加費
無料
募集人数
40名程度

 「病院機能評価」

連絡先
大阪府立成人病センター臨床検査科　井戸田 篤
FAX: 06-6981-8377
※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。

2

Theme

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
1.情報提供 「病院機能評価 Ver.6」　　　2.ディスカッション
 講師 : 小阪産病院　栗本 幸司

Previous
Notice

第6回 NST・褥瘡部会講演会  予告編
NST 教育とNST 専門療法士試験対策

3

Theme

日　時
平成21年11月7日（土）　14:30～17:00
会　場
アルフレッサ株式会社大阪オフィス 8F

詳細な内容は11月号にてご案内いたします。

 「病院機能評価」

予告予告

NST 教育とNST 専門療法士試験対策

大臨技ニュース（9）

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。 



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。

★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11月号の原稿〆切は10月4日（日）、12月号は11月5（木）です。

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。

大臨技のロゴマークが新しくなりました!
　おなじみの旧ロゴマークは1998年の大阪での全国学会開催を機
に制作され、使用して参りましたがこのたび、2009年10月新しく生
まれ変わることになりました。
　新ロゴマークは OSAKAの“オー”を組み合わせて“臨”の文字に
図案化したもので躍動感を感じさせるイメージとなっております。
今後、大臨技の新しいシンボルとして皆様に親しんでいただけたら
と考えております。
新しいロゴマークとともに大臨技をよろしくお願いいたします。

大臨技の行事におけるインフルエンザ感染防止のためのお願い

　大阪府からのインフルエンザ発生状況報告<第5報>(9月10日公表)によりますと、大阪府下における平
成21年第36週のインフルエンザの定点当たりの患者数が3.96となっており、流行開始の目安1.00を既
に大きく上回り、今後も新型インフルエンザおよび通常(季節型)インフルエンザとの重複発生のため、患
者数がますます増加することが考えられます。
　つきましては、周囲の方々へのインフルエンザの感染を防ぐため、当会主催の勉強会・研修会などの行
事に参加を予定されている方で、急な発熱と咳やのどの痛みなど、インフルエンザの症状を自覚されてい
る方、あるいは医師により診断されている方、また、状況によってはインフルエンザ感染者と濃厚接触され
た方は、参加を控えていただくようお願いいたします。
　周囲の方をインフルエンザ感染から守るため、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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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。

1 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 : 大阪府済生会中津病院 南棟 2階講堂
時　間 : 18:30 ～20:00
参加費 : 会員（オブザーバー）500 円
連絡先 :（TEL）星ヶ丘厚生年金病院　稲田 孝　（072-840-2641【内線 298】）

2 金
3 土（専門 -20）病理細胞検査部門 細胞診定期講習会

「細胞検査士資格認定試験1次対策スライド模擬試験（フォト形式）」
講　師 : 病理細胞検査部門 世話人
会　場 : 北野病院 5 階 きたのホール
時　間 : 15:00 ～ 18:30
参加費 : 会員1,000 円
連絡先 :（E-mail）南大阪病院　宇津野 美弥子 　（jako@oct.zaq.ne.jp）

（専門 -30※2日間の場合 ）輸血検査部門　　　　　　　【事前申込み制】
「第14回 近畿輸血検査研修会」 　　　　　　　　　　　　
中級実技講習会
会　場 : 大阪市立大学医学部 5 階生化学実習室
時　間 : 12:00 ～

4 日 2009年11月行事予定・大臨技ニュース締め切り
（専門 -20）輸血検査部門
「第14回 近畿輸血検査研修会 講演会」

【講演】自己抗体保有患者への輸血
講　師 : 関西医科大学滝井病院  大西 修司 

【シンポジウム】赤十字血液センターの検査を知ろう
1. 赤血球・抗体検査

講　師 : 大阪府赤十字血液センター　玄 景明
2. 白血球・血小板検査

講　師 : 大阪府赤十字血液センター　松山 宣樹
3. 副作用・感染症調査時の検査（症例紹介を含めて）

講　師 : 兵庫県赤十字血液センター　坊池 義浩
会　場 : コスモスクエア国際交流センター 大会議室
時　間 : 8:55 ～12:00（受付 8:30 ～）
参加費 : 会員 4000 円
連絡先 :（E-mail）大阪府済生会中津病院　深田 恵利奈　（kinki-yuketsu@mail.goo.ne.jp）

5 月
6 火
7 水
8 木 ●大臨技理事会　会場 : 大臨技事務所  時間 :18:30 ～20:30

9 金
10 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3回 エクセル上級講座「エクセルを使って臨床統計解析」
講　師 : 京阪病院 真鍋 史朗
会　場 : 大阪医療技術学園専門学校 コンピュータ室
時　間 : 14:30 ～16:30
参加費 : 会員1,000 円
連絡先 :（E-mail）京阪病院 真鍋 史朗　（manabe@osaka-amt.or.jp）

11 日（専門 -30）生理検査部門 「第 6回 心エコー実技研修会」  【事前申込み制】
会　場 : 岸和田市立波切ホール
時　間 : 9:30 ～18:30

12 月（専門 -30）生理検査部門 「第6回 心エコー実技研修会」【事前申込み制】
会　場 : 岸和田市立波切ホール
時　間 : 9:00 ～15:40

13 火 ※データ標準化サーベイ実施日※

14 水（基礎‐20）チーム医療 糖尿病療養指導部会 定例勉強会
～日本糖尿病療養指導士認定試験対策～
『合格請負人 Mr.CDEJが送る 糖尿病療養指導士受験2009傾向と対策 』
講　師 : 大阪鉄道病院 小宮山 恭弘
会　場 : 大阪鉄道病院 3 階講堂
時　間 : 18:30 ～20:00
参加費 : 会員500 円
連絡先 :（E-mail）大阪赤十字病院　山下 己紀子　（yamashita.osaka.red@apost.plala.or.jp）

15 木（専門 -20）臨床化学検査部門 講演会　 「未病・生活習慣病と臨床検査」
講　師 : 神戸常盤大学 保健科学部 臨床検査学科 学科長・教授　片山 善章
会　場 : 大阪市立大学医学部  4 階小講義室
時　間 : 18:30 ～20:00
参加費 : 会員700 円
連絡先 :（E-mail）近畿大学医学部附属病院　増田 詩織　（shiori-m@kensa.med.kindai.ac.jp）

16 金（専門 -20）生理機能検査部門 大阪超音波技術研究会
赤・橙グループ発表 テーマ :『膵臓』
担　当 : 住友生命総合健診システム　長尾 顕一

大阪鉄道病院　藤田 幸二
会　場 : 住友病院 14 階講堂
時　間 : 18:30 ～20:15　　参加費 : 年会費 2,000 円（1回のみ 500 円）
連絡先 :（E-mail）住友病院　尾羽根範員　（obane-norikazu@sumitomo-hp.or.jp）

16 金（専門 -20）微生物検査部門 定期講演会
「ICDの365日 －今、微生物検査室に望むもの」
講　師 : 大阪府済生会吹田病院 ICU 科長  小林 敦子
会　場 : 大阪医療技術学園専門学校
時　間 : 18:30 ～20:00
参加費 : 会員500 円
連絡先 :（E-mail）大阪警察病院　赤木 征宏　（akg@oph.gr.jp）

17 土
18 日
19 月
20 火 ●渉外部会　　　　会場 : 大臨技事務所  時間 :19:00 ～20:30

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

22 木（専門 -20）生理検査部門 定期講習会
「実践術中神経モニタリング」
講　師 : 天理よろづ相談所病院医学研究所　瀬川 義朗
時　間 : 18:30 ～
会　場 : 大阪医療技術学園専門学校
参加費 : 会員500 円
連絡先 :（E-mail）市立岸和田市民病院　六尾 哲　（kch-m620t@kishiwada-hospital.com）
●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

23 金
24 土（基礎 -20）第26回 大臨技南支部自由集会　「心電図検査の基礎」

‒この波形見たことあるけど、何だっけ?あやふやな記憶を確かな知識に ! ‒
1. 基礎編（臨床検査技師）

講　師 : 大阪府済生会野江病院 検査科　山崎 正之
2. 臨床編（医師）

講　師 : 大阪府三島救命救急センター 医長　森 敏純
会　場 : 岸和田徳洲会病院 3F 大会議室
時　間 : 15:00 ～18:00
参加費 : 会員500 円
連絡先 :（E-mail）近畿大学医学部附属病院　中江 健市

（nakae@kensa.med.kindai.ac.jp）

JICA仏語圏アフリカ臨床検査技術コース　「アクションプラン発表会」
会　場 : JICA 大阪国際センター 2 階国際会議場
時　間 : 10:30 ～16:45

25 日
26 月
27 火
28 水 ●常務理事会　　場所 : 大臨技事務所  時間 :19:00 ～20:30

29 木
30 金
31 土 第5回 府民健康フォーラム　【事前申込み制】

～私たちの暮らしと薬・検査・栄養～　「日常生活からがん予防を考える」
基調講演「がんを知り、社会と共に進めるがん治療」

講　師 : NTT 西日本大阪病院院長 大阪府立成人病センター名誉総長 医学博士　今岡 真義 
講演 I 「がん予防のために ～喫煙防止～」

講　師 : 大阪府薬剤師会 理事　山村 万里子
講演 II 「大切にしよう乳房、年1回は受けよう乳腺エコー」

講　師 : 住友病院 臨床検査部　尾羽根 範員
講演 III 「栄養・食生活からがん予防を考える（がん予防と食生活）」

講　師 : 大阪府栄養士会 理事 市立貝塚病院 栄養管理室 室長　中野 忠雄
会　場 : 大阪 YMCA 国際文化センター
時　間 : 14:00 ～17:00　　　参加費 : 無料
連絡先 :（TEL）大阪府薬剤師会「府民健康フォーラム」係　（06-6947-5481）

（基礎‐10）第7回 大阪臨床検査 ISO15189研究会
1. ISO15189 取得経験
①「ISO15189 認定取得までの取り組み」

講　師 : 大阪医科大学附属病院 中央検査部　田中 秀磨
②「ISO15189 認定取得後の効果について」

講　師：東京大学医学部附属病院 検査部　大久保 滋夫
2. 特別講演
「ISO15189 の日本での現状と今後」

講　師 : 日本適合性認定協会 認定センター課長　下田 勝二
3. 意見交換会

大阪医科大学地下食堂
会　場 : 大阪医科大学 PA 会館1F ホール
時　間 : 14:00 ～19:00 （13:30 開場）　　参加費 :500 円
連絡先 :（E-mail）大阪医科大学附属病院　井口 健　（kenmie@ruby.famille.ne.jp）
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★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。


