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日　時
平成21年11月13日（金）　18:30～20:00
会　場
大阪府済生会中津病院 南棟2階講堂
参加費
無料、非会員3,000円

評価点
基礎教科-20点（会員証をお持ちください）
連絡先
関西医科大学附属 滝井病院　高田 厚照
E mail:takada@hirakata.kmu.ac.jp

第250号
2009年（平成21年）11月1日

「あなた」は覚えていますか ?

　今年の 3月に東京マラソンで、一人のお笑いタレント
が一時心肺停止になったことを。 

　そして、周囲の方の素早い救命処置が行われ、一命
が取りとめられたことを。彼は、皆さんご存知のとおり
現在でも活躍中であることを。

　あなたの周囲でいつ起こるとも限りません。そんな時
「あなた」はどうしますか ? 救える命を救うことができ
るのは、「あなた」しかいないかも・・・。

「救える命を救いたい・・・」
　医療関係に勤める動機となったであろう、ほんの小さ
な勇気。

平成21年度手話講演会

テーマ  救える命を救うために 講師：住友病院心臓血管外科主任部長（兼救急センター長）　安宅 啓二

学術部 ICLS講演会

※各支部で実施したICLSアンケート集計結果について8～9ページに掲載しています。

テーマ  目で聞くコミュニケーション『手話』の魅力
講師：フィットネス・マインド協会代表　徳永 京子

「手話って何だか難しそう・・・・・」 そんな不安をふきとばしてしまう講座です。
「心♥を伝えること」を大切にした先生のサインダンスは、

単なる手話コーラスでなく、手話に歌と踊りをミックスしたパフォーマンスです。
皆さんも一緒にいかがですか？ ご参加をお待ちしています。

日　時
平成21年12月5日（土） 14:00～16:00 （受付13:00～）
会　場
大阪府教育会館たかつガーデン
〒543-0022　大阪市天王寺区東高津町7番11号
〈交通アクセス〉
地下鉄：谷町九丁目駅から徒歩7分
近 鉄：上本町駅から徒歩3分
参加費
無料
評価点
基礎教科-20点（会員証をお持ちください）
連絡先
豊中市民病院 臨床検査部  清水 隆之
E-mail:akane@mub.biglobe.ne.jp
共催
日本臨床衛生検査技師会

　今のあなたはどれだけの大きさに育っていますか ?
　心肺停止になった人は、あなたの力でしか血液の循
環を確保できません。
　心肺停止になった人は、あなたの力でしか呼吸をする
ことができません。
　適切な処置が施されなければ、心臓が動いても脳は
強いダメージを受けてしまいます。 

　真の医療人であるために、道具が無くても誰かのため
にできることを学びませんか ?
　普段の仕事にほんの少しだけ新たな知識をプラスし
ませんか ?
　救える命を救えるように、ほんの少しの小さな勇気を
思い出しましょう。

それが「あなた」にも「わたし」にもできることです。

Information 渉外部からのお知らせ
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第26回 北支部自由集会のご案内
年末総血算2009!    ～紅（赤）白最新情報がワンコインで～Theme

Information

第26回 中央支部自由集会のお知らせ
※評価点=日臨技生涯教育点数

日　時
平成21年12月5日（土）　15:00～17:30 （受付14:30～）
会　場
大阪府立成人病センタ－ 6階講堂

　中央支部では、平成 21年度の事業として、前期・後期のテーマを共通としました。
　今回のテ－マは、「日・当直時における緊急検査の落とし穴 : 異常デ－タ－の解析及び対処法」とし、7月開催の前期事
業では多数の参加者があり、喜びもひとしおながら、後記事業も多数の参加者に来ていただけるような内容としました。
今回は心電図検査・輸血検査の2題で行い、特に輸血検査については、日・当直時のトラブルや基礎的なものも含めた「輸
血検査全般」のお話をしていただきます。 
当日は、質疑応答に時間をとってありますので、多数の参加を関係者一同お待ちしております。

内　容

1.「心電図検査」  
 講師 : 大阪府済生会野江病院 検査科　山本 将司
2.「輸血検査」
 講師 : 淀川キリスト教病院 検査科　竹山 佳織

評価点:基礎教科-20点
（会員証をお持ち下さい）

参加費
会員500円、非会員3,000円
連絡先
中央支部長 済生会野江病院 検査科　森 啓悟 
TEL :06－6932－0401 （内線818） 
E-mail:kensa@noe.saiseikai.or.jp

Information ※評価点=日臨技生涯教育点数

評価点:基礎教科-20点
（会員証をお持ち下さい）

企画：1 　血球計数装置の性能と限界
講師:アボットジャパン（株）、シスメックス（株）、
　　シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス（株）、　
　　ベックマンコールター（株）

日　時
平成21年12月12日（土）15:00～18:00
会　場
大阪医科大学 講義・実習棟2階第1講堂（学1講堂）
（高槻市大学町 2-7、阪急高槻市駅すぐ）  
参加費
会員500円、非会員3,000円
連絡先
北支部長 竹下 仁 （大阪府三島救命救急センター）
TEL:072-683-9921
E-mail:takesita302@osaka-mishima.jp

企画：2 　検査情報の活かし方とピットフォール
講師:大阪医科大学附属病院 中央検査部　池本 敏行

日　時　平成21年12月9日（水） 18:30～20:00
会　場　大阪鉄道病院 3階 講堂
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 1.仮題  「インスリン療法」
  講師 : 松下記念病院 江後 京子             
 2.仮題 「血糖自己測定の目的とタイミング」
  講師 : 済生会吹田病院  中川 育美

年末総血算2009!    ～紅（赤）白最新情報がワンコインで～

糖尿病療養指部会  定例勉強会予告予告予告
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NST 活動は、チ -ム医療の代表的な医療システムであり、多くの医療従事者が NST 活動に携わっています。しかし、
NST 回診に参加しても栄養療法について理解できないことも多いようです。日本静脈経腸栄養学会では、コ・メディカル
向けの教育セミナーやNST 専門療法士を対象とした更新セミナーなどを開催しているが医療従事者が十分理解している
とはいえない現状です。そこで、今回の講演会は、各職種の立場でそれぞれの専門性を活かしたNST 教育について講演
していただき、専門的知識を共有し、NST 活動に活かしていくことを目的に企画しました。また、NST 専門療法士試験
対策として必要な知識の情報も提供していただきます。ふるってご参加ください。他職種の方の参加も可能です。

第6回 NST・褥瘡部会講演会

Information
of Seminar

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 からのお知らせ

日　時
平成21年11月7日（土） 14:00～17:00
会　場
アルフレッサ株式会社大阪オフィス 8F会議室
大阪市中央区石町2-2-9
交通アクセス
・地下鉄谷町線 天満駅下車 徒歩5分
・京阪電車   天満駅下車 徒歩5分
参加費
会員（他職種）500円、非会員3,000円
連絡先
市立岸和田市民病院 中央検査部　杉山 昌晃
E-mail:kch-mt@kishiwada-hospital.com

「NST 教育とNST 専門療法士認定試験対策」Theme

内　容

1.「NST 教育と認定試験の現状」
    講師 : 市立岸和田市民病院 中央検査部   杉山 昌晃
2.「NST 薬剤師教育と認定試験対策」
     講師 : 多根総合病院 薬剤部　松本 こず恵 
3.「NST 管理栄養士教育と認定試験対策」
     講師 : 東住吉森本病院 栄養管理課　岩谷 聡
4.「NST 臨床検査技師教育と認定試験対策」
   講師 : 新生病院 臨床検査科　岡本 美由紀

※総合討論

Information
of Seminar
血液検査部門　特別講演会

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。

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

Information

第24回 病理技術研究会のお知らせ 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

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

第 24 回病理技術研究会を平成 22 年 2月に開催いたします。今回はPAM染色の染色コンペを行います。染色コンペ
に参加を希望されます施設の方は代表者氏名、施設名、所属、郵便番号、施設住所、電話番号を記載し、件名を『染色コ
ンペ参加希望』として11月15日までに下記の E-mail アドレスまでお申込みください。材料の都合上、先着 20 施設ま
でとさせていただきます。また、みなさまからの一般演題も募集しています。ルーチンでの工夫や検討など幅広い演題を
お待ちしております。

平成22年3月13日(土)・14日(日)に神戸で開催されます。
参加申込期間は 平成21年11月1日(日)～11月30日(月)となっております。 

第2 0回  近臨技形態検査部門血液検査分野研修会のお知らせ

詳細は大臨技ホームページに掲載しておりますので、そちらをご参照ください。

テーマ

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

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）

●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

●凝固 : 凝固 : 血小板・凝固・線溶機構と機能検査
 ─凝固・線溶異常の診断プロセス─
　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

「NST 教育とNST 専門療法士認定試験対策」

予告予告

大臨技ニュース（3）



Study
Committee

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

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
ル送信または電話でお問い合わせください。
E-mail:yuketsu-osaka@mail.goo.ne.jp
電話 :06-6372-0675（大阪府済生会中津病院　深田 恵利奈）

　輸血検査部門では以下の日程で症例検討会を行います。まず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なったのち、解説をします。日常業務で対応に難渋する症例の解決の参考
にしていただければと思います。多くの会員の皆様の参加をお待ちしております。

Information
of Seminar
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

糸状菌の鑑別って難しくないですか ?基礎実技講座の際に、毎年スライドを何枚も見たりしているのですがなかなか難
しく、種名まできっちりと臨床に報告するには経験と知識がとても必要な分野だと痛感するばかりです。

 今回は、同部会の世話人でもある佐子先生に、糸状菌の同定・鑑別のポイントを分かりやくお話いただきます。長年の先
生のご経験からくる本講演は、我々の現場にとても有用で為になる話ばかりです。皆様奮ってご参加ください。

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

「糸状菌の検査法について（仮）」
The

me
講師 : 国立病院機構大阪医療センター 臨床検査科　佐子 肇

日　時
平成21年11月24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）

Information
of Seminar
臨床化学検査部門講演会  「基準範囲」 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

検査標準化の現状
～国際研究プロジェクト「臨床検査の地域差分析と共有基準範囲の設定」を中心に～The

me

講師 :ベックマン・コールター株式会社　渡邊 正一

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11月12日（木） 18:30～20:00 
会　場
大阪市立大学医学部  4階小講義室

内　容

1. 血液型
　 講師 : 大阪大学医学部附属病院　押田 眞知子
2. 不規則抗体
 　講師 : 淀川キリスト教病院   石田 朋子
3. 輸血後感染症
　 講師 : 大阪市立大学医学部附属病院　藤野 惠三

「糸状菌の検査法について（仮）」

検査標準化の現状
～国際研究プロジェクト「臨床検査の地域差分析と共有基準範囲の設定」を中心に～
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第20回 日本臨床化学会近畿支部総会

検体管理システム部門 特別講演会
「プロジェクトマネジメントの基礎と応用」

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 検体管理システム部門からのお知らせ

プロジェクトマネジメントとは、様々な条件の下、チームに与えられた目標を達成するために、計画を策定してそれを実
行に移し、全体の進捗状況を管理して成果を導き出すことであり、それらを実行するためには、さまざまな知識、技法、ツー
ルなどが考え出されています。
医療の世界でも、最近は情報システムの導入などにおいて、プロジェクトマネジメントによって、よりよい成果を出せる

ような試みが行われてきています。
今回の検体管理システム部門の講演会では、医療分野でプロジェクトマネジメントを使って活躍しておられる先生方をお

招きして、プロジェクトマネジメントの基礎から医療・検査室運営への活用について講演していただきます。

参加費
500円（非会員 3,000円）
その他
医療情報技師ポイント1点（予定）

プロジェクトマネジメントの基礎と応用

日　時
平成21年12月12日（土）　14:00～17:00 
会　場
大阪医科大学PA会館1Fホール

Previous
Notice

詳細は大臨技ニュース12月号に掲載します。多くの方々のご参加をお待ちしております。

Theme

Information

● 特 別 講 演 「尿中バイオマーカーによる急性腎障害、慢性腎臓病の新しい考え方」
京都大学大学院医学研究科・内分泌代謝内科　森 潔

● 教 育 講 演 「慢性腎臓病（CKD）における心腎連関」
近江八幡市立総合医療センター腎臓内科　八田 告
「GFR の評価法」
大阪大学大学院保健学専攻機能診断科学　堀尾 勝

●教育セミナー 「慢性腎臓病（CKD）と生理活性物質」
大阪薬科大学病態分子薬理学研究室　大喜多 守
「薬剤性腎障害の病態とその防御」
大阪薬科大学薬品作用解析学研究室　河合 悦子

●ワークショップ 「腎障害関連検査」
宝塚市立病院検査部 中野 幸弘
三重大学医学部附属病院中央検査部　丸山 篤芳

そ の 他

● 一 般 演 題

「腎障害と臨床化学」Theme

問い合わせ先
第 20 回日本臨床化学会近畿支部総会事務局
藤田 芳一 fujitay@gly.oups.ac.jp
山口 敬子（事務担当） yamaguti@gly.oups.ac.jp
〒 569-1094 高槻市奈佐原4-20-1
大阪薬科大学 臨床化学研究室
Tel&Fax 072-690-1063

日　時
平成21年12月26日（土）
会　場
大阪薬科大学（高槻市奈佐原4-20-1）
総会長
藤田 芳一（大阪薬科大学臨床化学研究室教授）
協賛,後援学会・団体
大阪府薬剤師会、日本薬学会近畿支部、
日本分析化学会近畿支部、大阪府臨床検査技師会（後援）

プログラム

プロジェクトマネジメントの基礎と応用

予告予告

「腎障害と臨床化学」

大臨技ニュース（5）



▶ICLSアンケート集計結果

参加人数：365名　回答数：224名　回収率：61.4％ ※大臨技ICLS講演会の案内は1ページに掲載

　各支部の自由集会でのICLSに関するアンケート結果を報告いたします。
アンケートは当日の参加者総数365名に実施し、224名(61.4%)より回答を得ました。

各支部とも傾向は同様であり大阪府としてまとめて集計いたしました。

（6）大臨技ニュース



臨床検査技師教育機関からの声
「学生募集と就職求人募集のミスマッチ」

　ここ数年、本校において、病院・診療所・検査センター・企業などを含めた求人募集が増加しています。これは他校でも同
様ではないかと思います。学生や学校にとって非常によい状況ですので、感謝しております。これに反し、学生募集が良くな
いのが現状です。高校生を対象にした会場形式の進学相談会では、参加者の減少を目の当たりにし、18歳人口の減少を感
じます。また高校訪問をし、進路指導の先生と面談をすると4年制大学への進学が増加しているとの結果です。それに加え
て「大学全入時代」といわれているので、専門学校への進学希望者が減少しているのが現実です。
　もうひとつの理由としては、臨床検査技師の認知度にも問題があると思われます。高校の先生からは「診療放射線技師
や理学療法士のことは何となく分かるのですが、臨床検査技師の仕事内容がよく分からないし、難しいでしょう。生徒に説
明できないので教えてもらえないか」との声を聞きます。このような言葉を聞きますとショックです。しかし同時にチャンス
だとも思います。なぜならば、臨床検査技師の良いところや就職状況などについてアピールできる機会だからです。説明す
ることによって高校の先生から生徒へ伝わり、臨床検査技師志望者が増加することを願います。
　本校の今年夏時点での状況は、学校見学会・体験実習会などの参加人数が2,3年前よりも増えています。昨年9月以降
のリーマンショックの影響に伴う不況で、医療系へのアクセスが増加したことが考えられます。もうひとつ、NHK教育テレ
ビ「あしたをつかめ・平成若者図鑑」で臨床検査技師の職業紹介をしていだいたことです。学校見学会参加者から「観まし
た」という声をよく聞きました。
　しかしながら現時点では、学生募集と就職求人募集のバランスが崩れているのが実際です。いわゆる「ミスマッチ」が生
じています。この機会により良い人材の確保を目指し、教育機関と臨床現場の枠を越えて「臨床検査技師」全員で広く世間
にアピールしていければと願っています。

日本医療学院専門学校  西野 康幸

　会員のほとんどの方が救命講習の必要性を感じられており、事実、9割の方が何らかの救命講習の経験を持っていた。
　反面、1/3の方が自施設での講習会の情報を把握されていなかった。驚いたのは2割もの方が心肺停止の場に遭遇され
ていたことで、仮にそのような状況におかれた場合の対応に関する設問では、AEDの使用を含め対応にはばらつきがあ
り、現実に遭遇した場合、戸惑いを隠せないのが現状ではないだろうか。
　これらの方の不安を解消するにも救命講習の開催は重要であるが、大臨技ICLSコースの会員認知度は低く、今後は広
報の改善も含め情報を積極的に発信していく必要がある。

総　

評

VoiceVoiceVoice
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　去る9月6日(日)に、豊中市民会館において第34回豊中市民健康展が開催されました。この催し
は、豊中市医師会・薬剤師会を中心に運営され、大阪府臨床検査技師会も協賛団体として毎年参加し
ています。今年は新型インフルエンザが流行している時期でもあり来場者が減るのではと思われまし
たが、天候にも恵まれ、一般市民約1500人の来場があり盛況でありました。
　大臨技のコーナーは、「乳がん検診の状況と検査」に関するパネル展示をメインに行い、「インフル
エンザウイルスと検査」についてサブ展示しました。メモ帳やウェットティッシュなどを用意したこと
もあり、当コーナーには、約120人の市民に立ち寄っていただき、乳がん検診やインフルエンザに関す
る質問にも答え有意義な一日でした。隣のコーナーでは、歯科衛生士会が昨年同様、華やかな演出で
人目を引いていました。来年からは、開催場所が変更になり、会場が狭くなりますが続けて参加してい
きたいと考えています。

健康展報告 
「豊中市民健康展に参加して」

　9月12日(土)13日(日)と、吹田市メイシアターにて吹田健康展が開催され、のべ32
名の技師に協力いただきました。ボランティアに参加していただいた方、大変お疲れ
さまでした。
今年度は、骨密度、脳年齢チェックに加え、吹田市民の喫煙によるCOPD(慢性閉塞性
肺疾患)の調査を目的に、吹田保健所と共同で努力性肺活量の計測を行いました。日
常業務では検体検査しか行ってない方も、全員参加で検査に加わりました。得意、不
得意はあるものの、技師魂がメラメラと燃えあがり、健康チェック広場に響き渡るかけ
声は感動ものでした。それ以上に、市民の方と応対する技師たちの笑顔は、誰もがみな魅力的でさらに感動しました。ま
た、ボランティア募集のホームページを見て、介護福祉専門学校生2名の応募があり、技師会のお手伝いをしていただき
ました。彼女たち、われら技師たちの感想と雄姿をここに掲載いたします。

『吹田みんなの健康展の報告』

　今年度の反省点は懇親会ができなかったこと。来年度は新たな技師の方にも、ボランティアの楽しさをぜひ味わってい
ただき、終了後の懇親会で親交を深めたいと思います。

ガラシア病院 検査科 前田 富士子

 私の所属する研究室でも統計解析を行うことが多々あります。実験データを解釈
する手段の一つとして統計解析を用い、その結果に基づいて真実を推察する。普段
研究室では、自分の立てた仮説に正当性を持たせるために統計解析を行っている
つもりでいましたが、今回の講演会を受講して、実は限られた数のデータの中で強
引に真実を引っ張り出そうとしているのではないか、と考えなおす機会を与えてい
ただきました。
 最も重要なことはデータを取り始める前の準備段階であり、仮説を証明するため
に必要な最適n数や用いるべき解析方法などを事前に予定すること、さらに集めた
データに対して行った統計解析が単に統計学的意味しか持たないのか、それとも

臨床的に意味を持つのかという解釈を行わなければならないということが理解できました。統計解析をブラックボック
スのように扱うのではなく、原理や仕組みを知ったうえで正しい解析を行い、真実を捉えた客観的な判断ができるように
心がけたいと思いました。

大阪大学大学院医学系研究科博士課程2年 森本 創世子

学術部講演会 報告 
臨床検査技師に求められる統計解析の基本的考え方

平成21年9月19日（土）

講師 : 千葉県循環器病センター　佐藤 正一

ReportReport
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会員交流会に参加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　9月26日土曜日は、カラッとした秋晴れで最高のバーベキュー日和でした。当院の若い衆に誘ってもらえ(?)、久々に
大臨技行事に参加させていただいたのですが、大型漁船での堺港観光は最高に気持ちよく(あんなに速く波をきって進
むなんてココロは完全に鳥羽一郎!!)新参者の私ではありましたが、みなさん和気あいあいで、バーベキューの食材も最
高に新鮮で、種類も豊富だしホントにゼイタクで幸せなひと時でした。参加できなかった皆さん、来年のこの企画、老い
も若きも絶対に参加すべきです!!企画された役員の方々には本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。
　なお、宣伝になりますが、私が世話人をさせてもらっています、自動呼吸機能検査研究会第16回琵琶湖セミナーも11
月14、15日と開催されます。これも楽しいのでぜひご参加ください!!

和泉市立病院 羽間 久子

参加者35 名、堺の「とれとれ市」で楽しんできました。当日は大型漁船の体
験乗船会も行い、鯔が海面を跳ねている大阪湾を満喫です。詳細は後日に。
ぴちぴちの感想一号をどうぞ（^ 。̂ ）/

　時間や仕事に追われる慌ただしい現代社会で毎日の生活を楽しく送っていくに
は、バランスの取れた規則正しい日常生活を心がけることが重要です。近年、糖尿
病や高血圧症患者など増えてきており、特にメタボリックシンドロームにおいては
2人に1人が予備軍といわれています。生活習慣病を予防するためには、生活習慣
の是正と、血圧値やコレステロール値の厳格なコントロールが大切です。食習慣、
運動習慣、喫煙、飲酒などの生活習慣を知り、健康管理をすることが重要になって
きます。健康展は、健康管理に対する意識を高めるのに良い機会になるのではな
いかなと思いました。
　今回の健康展において、私は主に脳年齢チェックをお手伝いさせていただきま

した。従来の検査とは違い、少しゲーム感を楽しみながら参加していただけたのではないかと思いました。また、たくさ
んの市民の方が参加され、健康管理に関心を持たれている方が増えてきているのかなと感じました。今回の活動を通じ
て良い経験をさせていただき、また微力ではありますが社会貢献ができたのではないかと嬉しく思いました。

国立循環器病センター 臨床検査部 太田 直孝

　現在私は、福祉の専門学校に通っていて肺活量や骨密度がどういうものか分かっていたつもりでしたが、今回の吹田市
健康展にボランティアとして参加させていただいて、すごく緊張したけど周りの方に助けられながらやっていくうちに、相
手の目線に合わせること・相手に分かりやすく説明することなど当たり前の事だけど勉強させて頂くことが沢山ありまし
た。また、健康展に来られた方の笑顔を見て私自身元気をもらい嬉しく感じました。
　私は将来、病院で患者様と接する職業に就きたいと思っていてボランティアで勉強させていただいたことで自分の夢
についてもっと真剣に頑張ろうと思いました。

大阪保健福祉専門学校1年  松村 翼

　今回、「みんなの健康展」に初めてボランティアとして参加しました。家族で来
られている方も多く、たくさんの方が来られました。私達、臨床検査技師が担当し
た肺活量コーナーでは、過去の検査結果を覚えている方は過去の検査結果と比較
したり、骨密度コーナーでは、多くの女性に興味を持ってもらい、脳年齢チェック
コーナーでは、脳年齢の結果が悔しくて、再度、列に並びなおして再チャレンジし
たりと、楽しく、真剣に体験されていました。他のコーナーも同様で、結果について
の説明なども真剣に聞かれていて、市民の皆様、健康について関心が高いなと思
いました。あっという間の一日でしたが、日常検査とは違う体験ができ、ボランティ
アとして参加してよかったと思いました。

大和病院 大林 直美

速報 !!ReportReport
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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。

★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12月号の原稿〆切は11月5日（木）、平成22年1月号は11月28（土）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。

▶日臨技会長選挙の投票について
本年12月に日臨技の会長選挙が実施されます。立候補者については日臨技会誌(第58巻11号)に掲載され、「投票
用紙」が同封されています。
※投票用紙:A4サイズの厚紙で、はがきサイズに切り取って使用します。必要事項を記載のうえご返信ください。
会員の皆さまにおきましては、棄権することなく、ぜひご投票をお願いいたします。

「臨床検査技師による糖尿病予防啓発フォ-ラム in 大阪2009」

～日臨技主催の糖尿病予防啓発事業～
 市民を対象とした事業で相談コーナー、体験コーナー、講演コーナーを設置します。

 会員の皆様のご参加をお待ちしています。(参加費無料)

日時:平成21年11月15日(日) 13:00～16:00
会場:大阪国際交流センタ－(大阪市天王寺区上本町8-2-6)

〈交通アクセス〉地下鉄谷町九丁目駅、近鉄大阪上本町駅
※先月各施設に郵送しましたポスターもご参照ください

★投票締め切り日:平成21年12月3日(木)必着!!★

大臨技ホームページ「求人掲示板」開設しました!
リニューアルした大臨技ホームページに、求人情報の提供を目的とした「求人掲示板」が

開設されました。臨床検査技師の求人をされておられる施設の書き込みをお待ちしております。

（10）大臨技ニュース



★ 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。

                         13 金  ( 基礎 -20)               学術部 ICLS 講演会             
「救える命を救うために」

  講　 師 : 住友病院心臓血管外科主任部長 (兼救急センター長 ) 　安宅 啓二            

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：無料              

連絡先 : (E-mail) 関西医科大学附属枚方病院　高田 厚照

               (takada@hirakata.kmu.ac.jp)

                      14 土  ( 専門 -20)                血液検査部門 特別講演会
                1. 凝固 : 凝固 : 血小板・凝固・線溶機構と機能検査 

ー凝固・線溶異常の診断プロセスー

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

           2. 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               

会　 場 : あべのメディックス 6階ホール

           時　 間 : 13:30～ 16:30              

参加費 : 会員 1,000円

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

15 日 第25回 摂津市民健康まつり              
会　 場 : 摂津市立保健センター 

時　 間 : 10:00～ 15:00                

「臨床検査技師による糖尿病予防啓発フォーラム in 大阪 2009」               
会　 場 : 大阪国際交流センター

時　 間 : 13:00～ 16:00

参加費 : 無料

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

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

                        19 木 ●情報組織部　　　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                           

20  金
21 土
               22 日
23 月
            24 火  ( 専門 -20)              微生物検査部門 定期講演会               「糸状菌の検査法について(仮 )」                 

講　師 : 国立病院機構大阪医療センター 臨床検査科　佐子 肇

                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)                             

25  水  ●常務理事会            　　　会場 : 大臨技事務所  時間 :19:00～ 20:30                             

26 木
           27  金
               28 土 第 49回近畿医学検査学会

           「見方が変わると、仕事が変わる ～臨床目線で検査をみる～」           
会　 場 : 京都市勧業館「みやこめっせ」                                

▶2010 年1月行事予定・大臨技ニュース締め切り                              
29 日  第 49回近畿医学検査学会

                「見方が変わると、仕事が変わる ～臨床目線で検査をみる～」                
会　 場 : 京都市勧業館「みやこめっせ」                           

30 月

1 日
2 月

               3 火
               4 水
               5 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】)                            

●支部長会　会場 : 大臨技事務所  　時間 :19:00～ 20:30           

▶2009年12月行事予定・大臨技ニュース締め切り
                             6 金  ( 専門 -20)           第 4 回 職域部会「病院機能評価」 【事前申込み制】                

会　 場 : 大臨技事務所            

時　 間 : 19:00～ 20:00                          

7 土  ( 基礎‐20)                情報組織部チーム医療部門  NST・褥瘡部会講演会                
「NST 教育とNST 専門療法士認定試験対策」
               ～ 理解しよう栄養アセスメント蛋白と栄養の基礎 ～            

1.「NST教育と認定試験の現状」                   

講 師 : 市立岸和田市民病院 中央検査部   杉山 昌晃              

2.「NST薬剤師教育と認定試験対策」                     

講 師 : 多根総合病院 薬剤部　松本 こず恵                

3.「NST管理栄養士教育と認定試験対策」                    

講 師 : 東住吉森本病院 栄養管理課　岩谷 聡            

4.「NST臨床検査技師教育と認定試験対策」               

講 師 : 新生病院 臨床検査科　岡本 美由紀            

会　 場 : アルフレッサ株式会社大阪オフィス 8F会議室

時　 間 : 14:00～ 17:00            　参加費：会員500円

連絡先 : (E-mail) 市立岸和田市民病院　杉山 昌晃

             (kch-mt@kishiwada-hospital.com)                          

( 専門 -20)             輸血検査部門 「症例検討会」
             1. 血液型    

             講 師 : 大阪大学医学部附属病院　押田 眞知子

                2. 不規則抗体            

講 師 : 淀川キリスト教病院     石田 朋子

              3. 輸血後感染症 

                講 師 : 大阪市立大学医学部附属病院　藤野 惠三            

会　 場 : 大阪府赤十字血液センター 7階研修室             

時　 間 : 14:00～ 17:00                

参加費 : 会員 500円

           連絡先 : (E-mail)「件名」を「症例検討会問い合わせ」として下記アドレスへ

              (yuketsu-osaka@mail.goo.ne.jp)                          

 8 日
            9 月
              10 火
            11 水
              12 木  ( 専門 -20)             臨床化学検査部門 講演会                

              「基準範囲」             検査標準化の現状～国際研究プロジェクト
  「臨床検査の地域差分析と共有基準範囲の設定」を中心に～

               講　 師 : ベックマン・コールター株式会社　渡邊 正一              

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)

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

Event
Schedule table
2009　　11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

行 事 内 容

★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。


