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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
評価点
基礎教科-20点（会員証をお持ちください）
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
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　師走恒例の北支部自由集会ですが、今回は「年末総血算2009」と題して血球計算に関する基本&最新情報をお届
けします。企画1では、各メーカーの分析装置の測定原理、性能と限界に加え、乳びや破砕赤血球、血小板凝集などの
影響因子についても説明してもらいます。この機会に、お使いの分析装置の実力を判定してみませんか?装置の更新を
お考えの方にも、きっと役立つと思います。企画2では、測定結果の解釈、血球計数装置から出される種々の情報の効
果的な活用法について解説してもらいます。当直の血算検査で「正常といえば正常だけど、このままデータ返していい
のかなあ...」とか、極度の貧血データや血小板数が1万以下などのパニック値が出たときの対処に困ったなどの経験を
お持ちの方にも、適切なアドバイスになると思います。両企画とも実用的な内容を中心に、最新情報も提供してもらい
ますので、この機会に血算装置の基本を理解し、より効果的な血算情報の活用について考えてみませんか?
　初心者からベテランまで多数の皆様の参加をお待ちしております。もちろん、他支部、他府県、他国（はないか）、
メーカー等の方のご参加も大歓迎です。
　なお、集会終了後に懇親会兼忘年会（別途実費要）を企画しておりますので、ご参加ください。

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

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式会社  星野 勝信 
　　ベックマン・コールター株式会社 近藤 也寸紀
　　シーメンスヘルスケア・
　　ダイアグノスティクス株式会社  池田 尚隆
　　シスメックス株式会社   岩見 保男

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

第26回 中央支部自由集会のご案内

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

　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 臨床検査課　竹山 佳織
～質疑応答～

Information 1

年末総血算2009!    ～紅（赤）白最新情報がワンコインで～

Information 2
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「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13:30～）
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
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

平成21年度 手話講演会
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

渉外部からのお知らせ

目で聞くコミュニケーション『手話』の魅力
The

me
講師 :フィットネス・マインド協会代表　徳永 京子

「検査運営研修会」開催のお知らせ
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

情報組織部からのお知らせ

日　時
平成21年12月19日（土） 　15:30～17:00
会　場
住友病院 14階講堂
（〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番20号）
参加費
会員500円、非会員3,000円
連絡先
大阪府立成人病センター 臨床検査科　井戸田 篤
TEL. 06-6972-1181

テーマ
「医療安全」

内　容
「医療安全管理、過去・現在・未来
　̶ チームで取り組む医療安全管理 ̶」
講師 : 大阪警察病院 医療安全管理センター
 副センター長　志摩 久美子

内視鏡部会準備懇談会の案内
Information

日　時
平成21年12月14日（月） 　19:00より 
内　容
内視鏡について（懇談形式で） 
会　場
大阪府臨床検査技師会 会議室  TEL:06-6763-5652 

（道に迷ったらお電話を） 
大阪市天王寺区空清町8-33 大阪府医師協同組合 東館4階 
地下鉄「谷町6丁目」駅 ②番出口から東へ徒歩10分 
JR「玉造」駅下車 西へ徒歩15分 
連絡先
大阪労災病院 内視鏡センター　出野 憲由 
E-mail:et-ideno@orh.go.jp   電話:072（252）3561 
PHS：4258 

始まります。内視鏡技師部会!
来年度よりの内視鏡部会の設立を目指し、内視鏡懇談

会を開催いたします。 
今まで「技師会には入っているけれど、自分が専門に働

いている仕事の勉強できない・・・。」 と感じておられた
会員の皆様。みんなでわいわい、学びたいと思います。 
普段内視鏡業務に携わっている方、 懇談会に参加はで

きないけれど、内容を教えて欲しいなどなどございまし
たら、メールまたはお電話で連絡ください。お待ちいた
しております。 

来年1月23日(土)にカプセル内視鏡体験会
（飲む体験ではありません）を開催します。 
来月のニュースは必見です。

追 伸

目で聞くコミュニケーション『手話』の魅力

（2）大臨技ニュース



★ 参加者へお願い★

　インスリン治療はこの数年、新しい製剤や注射機器が登場し、治療の選択性が広がっています。今回の勉強会では、イン
スリン療法の基本的な考え方、超速効型、持効型などの新しいインスリン製剤の特性と従来の製剤との違いなどを紹介し
ます。後半の「血糖自己測定の目的とタイミング」では、患者さんがSMBGを利点・欠点を理解した上で自己管理に使用す
るために、改めてSMBGの意義・目的について確認していきたいと思います。

第20回 定例勉強会

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 糖尿病療養指導部会からのお知らせ

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

（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 3000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
1.「インスリン療法」
 講師 : 松下記念病院 江後 京子 
2.「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

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）

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。

検体管理システム部門 特別講演会 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

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、様々な条件のもと、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。
情報システムの導入のみならず、業務改善などにも利用され、その仕組みや手法を知ることで、的確かつ効率的に成果

をあげることができ、最近は医療の世界でもいろいろと活用されるようになってきております。
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。
今後、これらは非常に重要なスキルになってゆくため、医療従事者 ( 特に管理職などの方々 ) にとっては、目からウロコ

が落ちるようなお話になると思います。ぜひ、大勢の方々に聴講していただければと思います。
 なお、講演会終了後には、大阪医科大学地下食堂で懇親会 ( 別途実費要 )を予定しています。よろしければそちらにもご
参加ください。

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
参加費
会員500円、非会員 3,000円
その他
医療情報技師ポイント1 点
連絡先
京阪病院 真鍋 史朗
E-mail:manabe@osaka-amt.or.jp 

Information
of Seminar

Theme

内　容
1.プロジェクトマネジメントとは
講師 : 神戸市立医療センター 中央市民病院
 臨床検査技術部  大塚 博幸
2. 臨床検査部におけるプロジェクトマネジメントの実践
講師 : 金沢医科大学附属病院 中央臨床検査部
 山崎 美智子 
3. 医療業界における IT プロジェクトマネジメント
講師 : 神戸市立医療センター 中央市民病院 医療情報部  
 宮原 勅治

日時:2010年2月13日（土）
会場:大阪市立総合医療センター さくらホール

「平成21年度 輸血セミナー2010」
詳細は大臨技ニュース1月号でご案内します。

プロジェクトマネジメントの基礎と応用

予告予告

大臨技ニュース（3）



Lecture
Meeting
輸血検査部門 学術講演会 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

今回の学術講演会は、TRALIによる肺水腫と鑑別すべき重要な病態としてとらえられるようになってきた
「輸血関連循環過負荷（Transfusion Associated Circulatory Overload:TACO）」について講演していただきます。

多くの会員の皆様の参加をお待ちしております。

Information
of Seminar
一般検査部門研修会
「一般検査をより理解する!」Ⅰ

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 一般検査部門からのおしらせ

今年度後半の一般検査部門研修会は、「一般検査をより理解する !」と題しまして、一般検査をより深く学ぶ講座を2回
にわたり開催します。1回目は JA 広島総合病院の山下美香先生による関節液・精液について、長崎医療センターの加藤
裕一先生によるCKD 進展の重要因子についてご講演いただきます。また、シスメックス株式会社より自動血球分析装置
による体腔液細胞数検査について、アークレイマーケティング株式会社による尿中アルブミン検査の必要性についてご講
演いただきます。
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。 

連絡先
「件名」を「学術講演会問い合わせ」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

日　時
平成22年1月23日（土） 　14:00～15:30
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

「TACO（輸血関連循環過負荷）について」
The

me
講師 : 南大阪赤十字血液センター 所長　谷 慶彦

日　時
平成21年12月12日（土）　13:30～17:30
会　場
大阪医療技術専門学校 2階 大教室

（JR 東西線「大阪天満宮駅」、大阪市営地下鉄「南森町駅」、
京阪電鉄「天満橋」駅下車）
参加費
技師会員（賛助・申請中を含む）500円、非会員3,000円
連絡先
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
共　催
シスメックス株式会社、アークレイマーケティング株式会社

内　容
1.「自動血球分析装置による体液細胞数数算定と細胞分類」
　講師 :シスメックス株式会社 学術部　丸木 佳子 
2.「スキルアップのために知っておきたい基礎知識 
　  ー関節液検査と精液検査ー」 
　講師 :JA 広島総合病院 臨床研究検査科　山下 美香 
3.「尿中アルブミン検査の必要性」 
　講師 :アークレイマーケティング株式会社 学術センター
　　　  児島 涼子
4.「CKD の進展に関与する因子について」
　講師 : 国立病院機構長崎医療センター 研究検査科
  　　　加藤 裕一

「第3回 大阪府臨床検査技師会 ICLSコース」
（共催 : 関西医科大学附属枚方病院） を開催いたします

開催日時
平成22年2月28日（日）  9:00～17:00
開催場所
関西医科大学附属枚方病院13階臨床講堂
および合同カンファレンス
募集人数
12名（先着順）
参加費
2,500円

詳しい申し込みは1月号をご覧ください。（お正月が入りますので申し込み期間等にご注意ください）
コースディレクター
永田厚（関西医科大学麻酔科）
コースコーディネーター
衣笠 宏（済生会中津病院）、野口 智幸（協和会病院）
山崎 正之（済生会野江病院）、吉野 知治（住友病院）
サブコースコーディネーター
高田 厚照（関西医大附属枚方病院）
問い合わせ先
高田 厚照（関西医大附属枚方病院）
E-mail:takada@hirakata.kmu.ac.jp

「TACO（輸血関連循環過負荷）について」

予告予告

（4）大臨技ニュース



第20回 近畿臨床検査技師会一般検査分野研修会のご案内

8:15～8:40 受付
8:45～8:55 開講式
9:00～10:00 講義1 「髄液検査 入門―あなたも出来

る技師になろう!―」
講 師 : 厚生連広島総合病院

山下美香

10:00～10:55 講義2 「初心者のための寄生虫講座
　―はじめの第一歩―」            
講 師 : 宝塚市立病院

中野 幸弘

11:05～12:20 講義 3 「特別講演」          
 「忍び寄るChagas病（トリパノ

ソーマ症）についてのレクチャー」
講 師 : 慶応義塾大学・医学部・熱帯

医学寄生虫学教室
三浦 左千夫

12:30～13:10 講義 4 ランチョンセミナー
「一般検査部門での自動化への取
り組み」
講 師 : 栄研化学株式会社

飛 泰志

13:15～14:25 講義 5 「尿細管上皮細胞について」
講 師 : 市立吹田市民病院

佐々木 正義       

14:30～15:40 講義 6 「尿沈渣中の異型細胞について」
講 師 : 国立病院機構

京都医療センター 
佐伯 仁志

15:50～16:00 閉会式  

日　時　平成22年2月14日（日）　9:00～16:00
会　場　アヤハレークサイドホテル（TEL 077-524-2321）
定　員　100名 
参加費　5,000円
参加資格
近畿臨床検査技師会の会員
（日本臨床衛生検査技師会会員）
注）日本臨床衛生検査技師会非会員の申し込みは、原則
受付しません。
申込み方法
下記申込書に必要事項をもれなく記入のうえ、郵送してくだ
さい。
申込み先
〒520-0846　大津市富士見台16-1
社会保険滋賀病院 検査部 検査室　畑中 英子 宛
受付次第、折り返し受講案内を送ります。

（申し込み順で先着 100 名とさせていただきます。）
注1）郵送以外の申し込みは受付いたしませんので、ご注意
ください。
注2）複数人数分まとめて送っていただいても結講ですが、
参加者1名につき、1枚の記入でお願いします。申込書はも
れなく記入願います。用紙不足の場合は、複写していただ
いて結講です。
技師会への入会が手続中（申請中）で会員証が手元にない
方は、入会確認のため、必ず金融機関の領収書の写しを添
付してください。金融機関領収書の添付がない場合は、申し
込みをいただいても非会員とみなし、受付いたしません。
受講申込期間
平成21年12月10日（木）～平成22年1月10日（日）
開催担当

（社）滋賀県臨床検査技師会 一般検査分野
問い合わせ先

（所属）大津市総合保健センター（健康推進課）  寺畑 由一    
TEL077-528-2747（2748）
問い合わせ期間

（受講申込期間と同じ）（月）～（金）16:30 ～17:00までとし、
不在の場合は後日おかけ直しください。上記期間、時間以
外のお問い合わせは一切お断りします。
注）申し込み先と異なります。電話によるお申込みは一切
お断りします。

Information
of Seminar

「学ぼう 知ろう琵琶湖で !!」
The

me
～忘れてはいけない寄生虫から より正確な尿沈渣・髄液検査を目指して～

内　容

✂切り取り線✂

第20回 近畿臨床検査技師会 一般検査研修会 申込書
氏名 男性・女性
会員番号 （所属技師会       　　　　府・県）
所属施設 部課名
電話 （職場・自宅）   　　　　（  　　　 　）   　 （内線    　　　　　　　　 ）
連絡先住所  （〒    　　―     　　　）受講票をお届けする住所

一般検査経験年数        　　　年
認定一般検査技師ですか ?（必ずご記入ください） はい・いいえ
注）連絡先の電話番号は必ず記入してください。参加資格が得られなくなる場合があります。
通信欄（何か連絡事項がありましたらご記入ください。）

「学ぼう 知ろう琵琶湖で !!」

大臨技ニュース（5）



　『9月26日、大臨技の会員交流会でBBQと漁船の体験乗船会に参加してきました。
当日は天候にも恵まれ、絶好の船出日和でした。
　臨床検査技師1年生として働き始めて半年になりますが、休日もほとんど家で過ごし
ていた私にとって、乗船会は久々に自然に触れることができ、とても良い気分転換にな
りました（船首に立ってタ○タニック...こそできませんでしたが）。BBQではとれたての
海の幸を満喫しながら、会員の皆さんと他の病院の検査室の様子や仕事の内容など、
普段はなかなか機会がなくて聞けないような話もできて、充実した時間を過ごすこと
ができました。またこのような機会があればぜひ参加したいと思います。』

大阪労災病院 野田 千恵子

会員交流会 第二報
潮風にふかれて、七輪の炭の煙がただよう中、楽しかった。と、いろいろ思い出します
ね。来年もやります。はじけた会員交流会!!「ざっくばらん」な当日の感想をどうぞ。
（※ご本人方の率直な感想を尊重し、ほぼ原文のまま掲載させていただいております。）

　10月23日（金曜日）19時から、難波“道頓堀ホテル3階和室”に於いて南支部懇
親会（通称:29の会）を開催した。
　21回目を迎えたこの会の発足はこの号が発行される直前に京都で開催された
『近畿医学検査学会』を平成12年に大阪が担当し、その時にある会場を南支部が担
当し、そのメンバーでの打ち上げ・ご苦労さん会が第1回目であった。
その開催日が29日であったことから「29の会」と命名しこれまで継続してきた。今
回も50名定員の和室に技師会員33名、賛助会員25名の計58名に参加していただ
き、21時40分まで楽しい時間を満喫した。
　写真はクイズ“ヘキサゴン”で盛り上がっている一場面で、ヘルメットを被っている
のは解答権を決めるボタン役の3人である。来年1月にはYMTとの合同での新年会

を規模の大きい会場で予定しているので、興味のある方、初めての方もぜひ参加し、
交流を深めていただきたい。
　翌24日（土曜日）には15時から岸和田徳洲会病院の3階大会議室をお借りし、第
26回南支部自由集会を開催させていただいた。今回のテーマ・内容は『心電図検査
の基礎知識～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!～』で、6月に大阪医大で開催され大好評であった北支部の内容を講師もそのま
まに頂戴し、リバイバル講演会として行った。山崎正之先生（済生会野江病院検査
科）には基礎編を大変分かり易く説明していただき、森敏純先生（大阪府三島救命
救急センター医長）には臨床編について多くの症例を動画も交え詳しく説明してい
ただいた。休憩無しぶっ通しでの3時間であったが、多くの質問もいただき大変有意
義な勉強会となった。
　改めて誌上をお借りし、講師の先生並びに会場をびっしりと埋めてくださった100名の参加者各位と、当日の会場設営
等にご尽力いただいた岸和田徳洲会病院スタッフに感謝し報告とする。

南支部活動 報告
―懇親会 &自由集会―
南支部長 中江健市（近畿大学医学部附属病院）

　『会員交流会に参加して、とても楽しかったです。現在妊娠26週で、当日は体調次
第で参加できるかどうか不安でしたが、尊敬する大先輩に、「駅まで迎えに来い!」と言
われ、プチメタボな夫の運転で堺駅まで迎えに行き、そのまま夫も参加させていただ
きました。先輩が来るのが遅かったので、クルージングには間に合いませんでした。こ
の交流会には何度か参加させていただきましたが、今までの会員交流会とは違った雰
囲気で、奇想天外な出野さんの司会で自己紹介やゲームなどで盛り上がりました。テー
ブルごとでチーム対抗の『心拍数当てゲーム』では一番近い数値だったので優勝しまし
た。Vサイン!私の座った席のテーブルには大きなコンロでどんどんお肉や、魚が焼け、
お腹一杯食べました。同じテーブルの明星病院の高田さんや、名前ど忘れしましたが背
の高いスポーツ刈の兄ちゃんとも楽しく話ができ、友達の輪が広がりました。

　自己紹介の後で、突然夫に無茶振りな「会社の営業宣伝をどうぞ!」など、何が飛び出すかハラハラドキドキ面白かった
です。田畑部長のダジャレ（おやじギャグ）の切れはいまいちでしたが、どのテーブルも会員さんの会話が盛り上がって
る様子で刺激的な胎教になりました。大先輩のグループでは、小さな七輪でなかなか肉焼けなかったみたいでしたが、来
年の会員交流会はバンジージャンプがしたい!!と企画案が出ていたようです。
　来年も会員の輪が広がる楽しい交流会に参加したいです。参加できる方はドンドン参加してくださいね～!』

阪南中央病院 立石 紀子
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　10月24日、JICA大阪で研修員によるアクションプラン発表と閉
講式が行われ、3ヶ月にわたる研修が無事終了しました。
閉講式では、JICA大阪の酒井所長より挨拶、近畿臨床検査技師会の
瀬田会長、JIMTEFの河合理事長より祝辞があり、続いて研修員一人
ひとりに修了証書が授与されました。
　最後に研修員を代表してジャン氏（ベナン）より答辞があり、日本
の皆様への感謝の言葉、日本で習得したことを自国の検査技師と分
かち合うこと、そして自国の医療の向上に「小さな日本人としてがん
ばります（研修員間の合言葉になっていたようです）」と決意を表明
されました。

　今年度より、発表の行事は一般参加可能なオープン形式としてきました。その成果が研修員だけでなく、日本の中でも
浸透していくことを期待しつつ、次年度はいよいよ5年目を迎えることになります。

JICA仏語圏アフリカ臨床検査技術コース 報告

臨床検査技師教育機関からの声
病院実習が終わって

　私は4月から約半年間、病院実習に行かせていただきました。初めはこの実習をやり通すことができるのか不安でいっぱ
いでしたが、一緒に実習に行った友達の助けや技師の方々の温かいご指導のおかげでやり通すことができました。
　この病院実習では多くのことを学びました。学校では扱うことのできなかった検査機器や検査の様子を見学させていた
だき、貴重な時間を過ごすことができました。技師の方々が忙しい中、時間をぬって講義をしてくださり、些細な質問にも丁
寧に答えていただきました。また現場の厳しさを教えてくださり、これから社会に出ることに対しての気持ちの持ち方など
考えさせられることがたくさんありました。
　検査をこなしていくだけでなく「考える力」「先を見据えた行動」「人との接し方」が働くうえで重要だと感じることがで
きました。長いようで短く、内容の濃かった半年間をこれからの日々に活かしたいと思います。

大阪医療技術学園専門学校 3年 井戸 千晶

2009年度 大臨技臨床検査データ標準化事業 参加施設一覧

大阪医科大学附属病院
大阪府立成人病センター
大阪警察病院
大阪赤十字病院
医療法人同友会共和病院
大阪掖済会病院
社会医療法人きつこう会 多根総合病院
大阪厚生年金病院
関西電力病院
大阪大学医学部附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
長吉総合病院
愛染橋病院
渡辺外科病院
大阪府立急性期・総合医療センター
特定医療法人景岳会 南大阪病院
北野病院
住友病院
大阪市十三市民病院
近畿大学医学部附属病院
財団法人浅香山病院
市立岸和田市民病院
日本医学株式会社
医療法人仁誠会 箕面正井病院
医療法人ガラシア会 ガラシア病院
財団法人 阪大微生物病研究会
国立循環器病センター
北大阪警察病院

阪南中央病院
関西医科大学付属滝井病院
松下記念病院
市立枚方市民病院
城山病院
府中病院
医療法人医誠会 城東中央病院
医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院
大阪府済生会野江病院
永広会 島田病院
育和会記念病院
大阪府建築健康保険組合
医療法人三世会 河内総合病院
大阪府立精神医療センター
医療法人正和病院
大阪市健康福祉局保健衛生検査所
医療法人医誠会 医誠会病院
医療法人五月会青山第三病院
医療法人 好寿会 美原病院
医療法人橘会 東住吉森本病院
医療法人仙養会北摂総合病院
茨木医誠会病院
医療法人大寿会 大寿会病院
協和会病院
摂津医誠会病院
医療法人聖授会総合健診センター
大阪府三島救命救急センター
大阪大学歯学部附属病院

藤田記念病院
大阪南脳神経外科病院
第一東和会病院
京阪病院
ベルクリニック
（株）泉州保健医薬研究所 大阪メディカルラボラトリー
森之宮病院
鳳総合健診センター
聖授会 OCATクリニック
大阪警察病院付属臨床検査センター
医療法人山弘会 上山病院
関西医科大学附属枚方病院
医療法人平心会 大阪治験病院
協和メデックス株式会社
積水メディカル株式会社
和光純薬工業株式会社
シスメックス株式会社
アークレイマーケティング株式会社
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
ニットーボーメディカル株式会社
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
谷口クリニック
さわ病院
盈進会 岸和田盈進会病院
社会福祉法人 枚方療育園
ベックマン・コールター・バイオメディカル株式会社
他、7 施設

10月13日に実施された参加施設は下記 90 施設です。
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大臨技事務局より 平成22年度 会費納入のお願い 

平成22年度 会費納入の時期となりました。会費
は前納制をとっていますので、1月31日までのでき
るだけ早い時期に納入してください。
なお、1月31日までに納入されないとき（継続の
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22年度会費 納入金額
①日本臨床衛生検査技師会 10,000円
②大阪府臨床衛生検査技師会 5,000円

合計 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」または「大臨技会報第195号に
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22年1月号の原稿〆切は11月28日（土）、平成22年2月号は平成22年1月5日（火）です。

▶日臨技会長選挙の投票のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12月に日臨技の会長選挙が実施されます。

選挙公示および立候補要旨については医学検査（第58巻11号）に掲載されており、
「投票用紙」が同封されています。 

《11月号ICLSアンケート訂正のお詫び》
11月号8ページ目
【設問8】心停止の心電図をご存じですか? について
（選択肢から選んでもった回答が）、
正解:94%、不正解:6% としておりましたが、
正しくは 「正解:6%、不正解:94%」でした。
正解率が入れ替わっておりましたことお詫びいたします。

※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。
　立候補者1名を選びその氏名を記入して、同封の「保護シール（青色）」を貼ります。
　投票者の氏名と会員番号を記載のうえ、ご返信ください。

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。

大臨技ホームページ「求人掲示板」のご案内

求人情報の提供を目的として11月より
「求人掲示板」が開設されました。

臨床検査技師求人の書き込みをお待ちしております。

★投票締め切り日:平成21年12月3日（木）必着!!★
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。

（8）大臨技ニュース


