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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）  14:00～16:45
会　場
大阪府医師協同組合 新本部ビル8階 大ホール
大阪市中央区上本町西3-1-5TEL:06-6768-2047
【交通アクセス】
地下鉄 谷町線・長堀鶴見緑地線
谷町六丁目駅下車②番出口 徒歩5分
参加費
無料（どなたでも参加いただけます）
主　催
社団法人 大阪府臨床検査技師会  
社団法人 大阪府放射線技師会
後　援
大阪府・大阪市
連絡先
大阪府臨床検査技師会事務所 
TEL:06-6763-5652 （平日9:00～16:00まで）

診療放射線技師と臨床検査技師との合同学習会において双
方の立場から、健康で快適な生活をおくるための講演をいた
します。

内　容
▶14:00 ～ 開会の挨拶

大阪府放射線技師会 会長 松本 貴 
▶14:10 ～ 教育講座 

1.「乳房MRIとマンモグラフィ」 
講師 : 大阪赤十字病院 放射線科
　　  診療放射線技師　高津 安男

2.「乳腺超音波と病理」
講師 : 住友病院 診療技術部
　　  臨床検査技師　田上 展子 

▶15:40 ～ 特別講演 
「乳癌の手術治療」
講師 : 大阪大学医学部附属病院
  　　乳腺・内分泌外科　上田 さつき

▶16:40 ～ 閉会の挨拶
大阪府臨床検査技師会 会長　今井 宣子

「打倒!乳がん ─早（はよ）診つけて、早（はよ）治そう─」

　マンモグラフィや乳腺超音波では女性技師に検査され
ることを希望されます。乳癌の治療は画像情報をもとに
術式を選択し、温存手術と再建手術を同時進行で行いま
す。これらの手術治療も女性医師にして欲しいと願う方
はおられないのでしょうか。
　今回は乳癌治療の第一線でご活躍の女性医師に講演を
していただきます。

　明けましておめでとうございます。新年を迎え、気持ちも新たに勉強に取り組んでみませんか?さて、今年度の免疫血清部
門定期講演会の第一弾は「ウイルス性肝炎の病態に迫る!」というテーマで開催させていただきます。ウイルス性肝炎の診
断や治療に対するガイドラインは、毎年のように改訂されています。また、免疫抑制状態で発症するオカルトHBVに対する
ガイドラインも発表されるなど、この分野は日々、進歩しています。われわれ、検査を行う側も、常に新しい情報を入手しな
ければいけません。
　今回、大阪医科大学附属病院消化器内科で第一線の診療にあたられている福田彰先生をお迎えし、「肝炎ウイルスマー
カーの見方・考え方」を臨床の視点からお話していただきます。正月明けのお忙しい時期ではありますが、ぜひ、ご参加くだ
さいますようお願いいたします。

免疫血清検査部門 定期講演会

Information
of Seminar

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 免疫血清検査部門からのお知らせ

日　時
平成22年1月16日（土）　15:00～17:00
会　場
大阪医科大学 講義・実習棟 2 階第 1講堂
参加費
会員500円、非会員 3000円
連絡先
大阪医科大学附属病院 中央検査部　上田 一仁
E-mail:uedaya@poh.osaka-med.ac.jp

1. アキュジーン（リアルタイムPCR 法）を用いた
B型・C型肝炎の診断
講師 : アボットジャパン株式会社 診断薬・機器事業部 

モレキュラー事業開発部　中里見 哲也
2. 肝炎ウイルスマーカーの見方・考え方
講師 : 大阪医科大学附属病院 第 2 内科 講師　福田 彰

「ウイルス性肝炎の病態に迫る!」Theme

府 民 公 開 講 座

目 的
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Lecture
Meeting

病理特別講習会のご案内 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

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

　今年度の病理特別講習会は、隈病院 病理細胞診断部 廣川 満良先生をお招きして、『甲状腺と唾液腺の組織像につい
て』ご講演いただきます。HE染色を中心とした病理組織標本の基本的な見方・考え方を解説していただくとともに、免疫
染色を用いた各病変における診断のポイントなどをお話いただく予定です。
　病理細胞検査に携わっておられる方はもちろん、甲状腺や唾液腺の病変に興味のある方など幅広く受講していただける
内容ですので、みなさん、奮ってご参加ください。

日　時
平成22年1月29日（金） 18:45～20:45
会　場
大阪府立成人病センター 本館6階 講堂
【交通アクセス】
JR環状線 森之宮駅、
地下鉄（中央線・長堀鶴見緑地線）森ノ宮駅 徒歩5分

申込方法

　「11月23日、関西でも人気の元女性漫才師が 7歳
のかわいい娘さんを残して亡くなられました。襲われた
のは心室細動。」

このニュースをみてどう思われましたか。
今まで、すてきな笑顔を見せていた人が、記憶の中で
しか生きていないなんて
自分のまわりでは絶対あってほしくないですね。自分
のまわりでなくとも。

もし、急にそのような状況に遭遇したらどうしますか。
やれることはわかっていますね。やらなければならな
いですね。

　 人・・・・、命・・・・、支え合っています。

■ コースディレクター
関西医科大学麻酔科 永田 厚

■ コースコーディネーター
協和会病院 野口 智幸
済生会野江病院 山崎 正之
住友病院 吉野 知治
済生会中津病院 衣笠 宏

■ サブコースコーディネーター
関西医科大学附属枚方病院 高田 厚照

日　時
平成22年2月28日（日）　8:30～
会　場
関西医科大学附属枚方病院13階臨床講堂 他
〒573-1191 枚方市新町2-3-1
参加費
会員2,500円、非会員5,000円
定　員
12 名

先着順（応募多数の場合は会員優先、1施設1名とさせ
ていただきます）
氏名（ふりがな）、生年月日、施設名、検査技師登録番
号、施設連絡先 （郵便番号、住所、電話番号、FAX番
号）、資料送付先住所、メールアドレス（携帯不可、施
設共有のものは控えてください）、業務経験年数、業務
内容（例えば生理検査、細菌検査等）を明記し、下記申
込先にFAXで申し込みください。

※上記申請していただいた受講決定者のメールアドレ
スは連絡用のメーリングリストに登録させていただきま
す。他の個人情報に関してもこのコースに関してのみ使
用させていただきます。ご了承ください。また、改めて
緊急連絡先をお伺いします。

申込先 :関西医科大学附属枚方病院 臨床検査部
 高田 厚照
 FAX:072-804-2869
 E-mail:takada@hirakata.kmu.ac.jp

募集期間:平成22年1月12日（火）～19日（火）
大臨技ホームページに申込用紙の雛形を用意して
います。そちらもご参照ください。

甲状腺と唾液腺の組織像について
The

me
講師 : 隈病院　廣川  満良

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
CTクレジット
JSC,JACともに2点

平成22年2月27日に開催いたします大阪病理技術研究会で
『脱脂・脱灰に関するアンケート調査』結果を報告する予定です。
アンケートにご協力していただける施設の方は、大臨技のホーム
ページをご覧ください。

アンケート調査への協力のお願い

第3回 大阪府臨床検査技師会ICLSコース

甲状腺と唾液腺の組織像について
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Information
of Seminar

平成21年度
輸血セミナー2010 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

学術部 輸血検査部門からのお知らせ

本年度の輸血セミナーは、講演会とシンポジウムの二部構成で開催します。
今回のシンポジウムは『輸血の実際について』というテーマで4人の先生にお話を伺います。様々な医療現場において

輸血療法が実施されますが、「子供への輸血の注意点は ?」「透析中の輸血って実際どうやってるの ?」「救命救急現場に
おける輸血って ?」等、検査室ではなかなか実感しにくい輸血現場への理解の参考となるような内容を予定しています。
また講演会では、輸血拒否患者への対応経験と輸血を含むリスクマネジメントにおける一般的な事柄についてご講演い

ただく予定です。会員皆様の多数のご参加をお待ちしています。

日　時
平成22年2月13日（土）　10:30 ～16:30（受付10:00～）
会　場
大阪市立総合医療センター さくらホール
【交通アクセス】
大阪市都島区都島本通2-13-22
JR環状線「桜ノ宮」駅下車-東出口から北へ約7分、
地下鉄谷町線「都島」駅下車-2番出口西へ約3分
市バス「総合医療センター前」バス停下車
駐車場あり（有料）
参加費
会員3,000円 非会員10,000円
事前申込は不要の自由参加です。
当日は会員証を必ずご持参ください。
問合せ先
問合わせはメール（件名:輸血セミナー問合せ）
もしくは電話で。
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）

内　容

講演
10:30～11:30
Ⅰ『輸血拒否患者への対応について』
大阪医科大学附属病院    輸血室 河野 武弘

11:30～12:30
Ⅱ『医療におけるリスクマネジメント』
大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部
中島 和江

12:30～14:00　昼食
シンポジウム 『輸血の実際について』
14:00～14:30
Ⅰ『小児・新生児への輸血療法の実際』
大阪市総合医療センター 小児血液腫瘍科 大杉 夕子

14:30～15:00
Ⅱ『血液浄化療法時の輸血』
大阪大学医学部附属病院 MEサービス部　福辺 祥子       

15:00～15:30
Ⅲ『救命救急室での実際』
大阪市立大学医学部附属病院 救命生体管理医学
加藤 昇

15:30～16:00
Ⅳ『血液製剤の取り扱いについて』 
大阪府赤十字血液センター 医薬情報課
阿蘓 秀樹

16:00～16:30　総合討論

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。

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
「TACO（輸血関連循環過負荷）について」
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第26回 中部地区一般検査研修会のご案内

Training
Association

　平成22年3月20日～21日に、三重大学医学部において「第26回 中部地区一般検査研修会」を開催します。本研修会は
フロネシス（個別具体的な状況の中で、自らの意思で正しく適応し最善の振舞いを実践する能力）の向上をコンセプトとし
ており、より実践的な形態検査の能力を会得することを目的とした研修会です。
　また、本研修会は認定一般検査技師 認定資格更新指定講習会となります。認定一般検査技師の方のみならず、初心者か
らベテランまで、皆様のご参加をお待ちしております。

2010年 1月18日（月） 
※原則、先着順としますが、申し込み多数の
場合は施設単位での調整をお願いする場合
があります。

講義会場
三重大学医学部 先端医科学教育研究棟 2階 講義室
実習会場
三重大学医学部 先端医科学教育研究棟 3階 実習室
（定員 100名様）
情報交換会・宿泊
榊原温泉 白雲荘
主　催
中部地区臨床衛生検査技師会
担　当
三重県臨床検査技師会一般検査研究班
参加費
講義+実技講習　14,000円 
講義+実技講習+情報交換会+宿泊 　25,000円
 （情報交換会・宿泊希望者はプラス11,000円）
※講義のみの参加希望の方は事務局までご相談ください。
※学生参加（若干名）:参加費無料。宿泊費は各自負担。
　ただし、研修レポートを提出していただきます。
申込み方法
1. 原則、以下の項目を記載のうえ、メールで参加申し込み
をしてください。
①氏名（ふりがな）、②性別、③年齢、④所属施設、⑤連
絡先住所、⑥電話番号 ⑦電子メールアドレス（携帯不
可）、⑧日臨技会員番号、⑨一般検査経験年数、⑩情報
交換会・宿泊希望の有無、⑪興味のある項目や課題な
どを記入してください。  
※学生の場合は学生証のコピーをファイル添付してください。
2. 受け付け完了後、受付証の返信と共に参加費の振込先
を連絡いたします。 

3. 参加費を指定の口座に振り込んでください。

内　容
（講師敬称略）

 第一日目　3月20日（土）　　　　 受付時間 11:00～
● 講 義 ●

　三重大学医学部 先端医科学教育研究棟 2階 講義室
Ⅰ 教育講演「慢性腎臓病（CKD）─その攻め方、守り方─」
三重大学医学部附属病院 腎臓内科　の村 信介

Ⅱ「尿細管上皮細胞の形態
─組織・円柱内の尿細管上皮から培養由来の
　尿細管上皮の形態まで─」
東京大学医学部附属病院  検査部　宿谷 賢一

Ⅲ「これから注目される腎・泌尿器疾患関連バイオマー
  カーと臨床検査のかかわり」
金沢赤十字病院 検査部　油野 友二

Ⅳ「再生医療への臨床検査技師の貢献」 
大阪大谷大学薬学部 薬物治療学講座　竹橋 正則 

第二日目　3月21日（日）
● 講 義 ●

　三重大学医学部 先端医科学教育研究棟 2階 講義室
Ⅰ「一般検査に必要な医療統計学入門」 
大阪大学医学部附属病院 医療技術部
検査部門　山西 八郎

Ⅱ「専門医が語る予防・診断・治療の実際 
　～泌尿器科編～」 
三重大学大学院医学系研究科 腎泌尿器外科学分野  
木瀬 英明

● 実 技 講 習 会 ●
　三重大学 医学部 先端医科学教育研究棟 3階実習室
実習
◉ 尿沈渣ユニット 「鏡検実習」
◉ 基本操作ユニット 「標本作成・髄液・体腔液など」
講習
◉ 症例検討会 「尿沈渣像とその他臨床検査値から

  臨床像を推定するトレーニング」

締切

申し込み先
第26回中部地区一般検査研修会 事務局
E-mail:ippankensa_mie@yahoo.co.jp  
※メール以外のお申し込みは下記まで。   
〒515-0073 三重県松阪市殿町1550         
松阪地区医師会臨床検査センター　長谷部 友香 宛         
TEL:0598-23-7535  FAX:0598-23-5940
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13:00～13:30　【基調講演】 
司会 : 神戸掖済会病院  安原 正善

Acute careをどのように考え、
どのように臨床検査を運用すべきか
　 講師 : 宮崎大学医学部附属病院　守田 政宣

13:30～14:50　【パネルディスカッション】 
　 司会 : 近畿大学医学部附属病院　増田 詩織

大阪府三島救命救急センター 竹下 仁

テーマ　「こんなんひとりでどうしたらいいの?」
1. 「こんな色の検体はじめて・・・」

異常検体の遭遇時の対処法
　 講師 : 大阪府立泉州救命救急センター　久保田 芽里
2. 「患者の肋骨がわからない・・・」

緊急を要する心電図所見
　 講師 : 済生会野江病院　山崎 正之
3. 「こんなデータ報告していいの・・・」

緊急検査の中の血液学検査
　 講師 : 近畿大学医学部附属病院　前田 岳宏
4. 「えっ、オモテ・ウラがあわない・・・」

オモテ・ウラ検査の不一致例の対処法
　 講師 : 岸和田徳洲会病院　櫛引 健一

15:00～16:00　【特別講演】
　 司会 : 大阪府立泉州救命救急センター　福田 篤久
危機的大量出血における緊急輸血の実際
─各部門での緊急輸血シミュレーションの実施経験を含めて─
　 講師 : 東邦大学医療センター大森病院　奥田 誠

臨床化学検査部門講演会
「緊急検査」

Information
of Seminar

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

日　時
平成22年1月14日（木） 18:30～20:00
会　場
大阪市立大学医学部  4階小講義室
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

「Acute care における臨床検査を考える」
The

me
例会長 : 大阪府立泉州救命救急センター 　福田 篤久

内　容
1.「もっと、もっと血液ガスを楽しく・・・・」
次回の緊急検査士試験合格の秘訣
講師 : 大阪府立泉州救命救急センター　福田篤久

2. 血液ガス分析装置で測定する各種パラメータの解説
講師 : ラジオメーター株式会社

日　時

平成22年1月23日（土）　13:00～16:00
会　場

あべのメディックス 6階ホール
参加費

1,000円
問合せ・連絡先

生物試料分析科学会 近畿支部事務局
近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部　増田 詩織
TEL:072-366-0221 内線 2183

第4回 生物試料分析科学会近畿支部例会

「Acute care における臨床検査を考える」

（6）大臨技ニュース



第14回 近畿臨床化学検査研修会
開催のご案内

Information
of Seminar

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

データ保証のための工夫Theme

　臨床検査は患者様に保証されたデータを迅速に報告す
るのが業務であり、そのために、検査機器・試薬メーカー
および検査担当者は多くの努力と工夫をしております。
　今回、それぞれの立場からデータ保証における取組みを
講演していただき、互いに見聞を広めさらなるデータ保証
に繋げていきたいと考えています。
《主催:近畿臨床検査技師会 担当:京都府臨床検査技師会
　　　 生物化学部門臨床化学分野》

8:30～8:50 受付 
9:00～9:10 開講式（挨拶、事務連絡）
1.分析装置におけるデータ保証

司 会 : 芝原 裕和（関西労災病院）
9:10～9:50 講演1:『生化学分析装置におけるデータ保証1』 

柏木 泰敏（日本電子株式会社）
9:50～10:30 講演2:『生化学分析装置におけるデータ保証2』

西田 正治（（株）日立ハイテクノロジーズ）
10:30～10:40 休憩
2.検査試薬におけるデータ保証  

司 会 : 猪田 猛久（天理よろづ相談所病院）
10:40～11:20 講演3:『検査試薬におけるデータ保証1』

長尾 健次（和光純薬工業株式会社）
11:20～12:00 講演4:『検査試薬におけるデータ保証 2』

金田 幸枝（積水メディカル株式会社）
3.特別講演・・・・・ランチョンセミナー

司 会 : 藤本 一満（ファルコバイオシステムズ）
12:00～12:50 「南極観測とHORIBAの分析技術

　ー南極地域観測隊に参加してー」
青山 朋樹（株式会社堀場製作所 科学・
　　　　半導体システム統括部新領域開発部）

12:50～13:00 休憩
4.堀場製作所見学ツアー
13:00～13:30 
13:30～13:40 休憩
5.教育講演

司 会 : 奥井 幸三（公立甲賀病院）
13:40～14:30「精度管理調査のやり方と使い方」

山本 慶和（天理よろづ相談所病院）
6.検査側におけるデータ保証（精度・成績管理）

司 会 : 松本 弘（社会保険紀南病院）
14:30～14:40 講演5:『プレアナリティカルなデータの保証

  ～事例をもとに検証～』
猿木 邦之（福井赤十字病院）

14:40～14:50 講演6:『梅毒 TP 法汎用試薬導入時に実施し
た工夫』

堀端 伸行（和歌山医科大学附属病院）
14:50～15:10 ディスカッション
7.検査側におけるデータ保証（教育）

司 会 : 増田 詩織（近畿大学医学部附属病院）
15:10～15:20 講演8:『当社生化学検査係におけるデータ保

証のための教育』
松原 卓也（ファルコバイオシステムズ）

15:20～15:30 講演9:『病院検査部におけるデータ保証のた
めの卒後教育』

山出 忠彦（社会保険滋賀病院）
15:30～15:50 ディスカッション
15:50～16:00 休憩
8.教育講演 

司 会 : 近藤 武志（中村病院）
16:00～16:50 『POCT精度向上のためのPOCTコーディ

ネーターの役割』～アメリカの例を元に～
坂本 秀生（神戸常盤大学保健科学部 医療検査学科）

16:50～17:00 ディスカッション
17:00～17:10 閉会式

日　時
2010年2月7日（日）　8:30～17:30
会　場
堀場製作所
（京都府京都市南区吉祥院宮の東町 2）
2階大会議室
http://www.horiba.com/jp/
受講料
会員2,000円（リンクス保険料、弁当代を含む） 
締切日
平成22年1月30日（土）
定員になり次第、締め切らせていただきます
申込み方法
下記メールアドレス宛てに、都道府県名、施設名、会員番
号、氏名を送信してください。受講料は当日受付にてお支払
いください。
申し込み先、問合せ先
株式会社 ファルコバイオシステムズ 総合研究所　藤本一満    
E-mail:k-fujimoto@mail.falco.co.jp     Tel:0774-46-2109
責任者
近畿臨床検査技師会 生物化学部門 部門長
近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部　増田 詩織
Tel072-366-0221

会場周辺MAP

データ保証のための工夫

大臨技ニュース（7）



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

　微生物検査は知識と技術がとても大切ですが、それらと同じくらい経験がとても重要な要素だと思います。長年微生物検
査に従事していないと経験しない症例、経験がなくても見落としが許されない菌、血液由来の培養困難な菌の検出、雑菌だ
と考えてしまうような菌による感染などなど・・・。
　今回は関西医科大学附属滝井病院の中矢秀雄先生に、稀かもしれないけど知っておかなければならないこと、経験がな
いけど検出された時にどうする?どう考える?本だけではなかなか埋められない部分をご講演いただく予定です。

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

日　時
平成22年1月26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）

 「比較的稀な感染症 ～起因菌を見落とさない」
The

me
講師 : 関西医科大学附属滝井病院 臨床検査部細菌室・ICT　中矢 秀雄

Experiential 
Session

第1回
カプセル内視鏡体験会のご案内

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

　先月にちょっとだけお知らせいたしました、カプセル内視鏡検査に関する基本的な話と、実際のスクリーニング的な読影
も体験していただく体験会のおしらせです。メーカーから、機器最新情報・トピックス的な話を、また、実際にカプセル内視
鏡を取り扱っている施設からの情報提供も予定しております。
　今回PCの関係上定員が30名です。次回は夏前ごろの予定です。新しい検査の可能性について考えてみませんか?
たくさんの（定員性ではありますが）参加をお待ちいたしております。

日　時
平成22年 1月23日（土）　14:30～17:00
会　場
新大阪ブリックビル 6 階
オリンパスメディカルシステムズ 会議室
JR 新大阪駅 西口出口 徒歩 3分
地下鉄御堂筋線 新大阪駅 1番出口徒歩 2分
参加費
会員500円（今回は会員限定です）
連絡先
大阪労災病院　出野 憲由
TEL:072-252-3561 PHS4258
E-mail: et-ideno@orh.go.jp
共　催
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
申込み方法
完全事前申込みで E-mail、Faxからのみ受け付けます。
申込み先
E-mail: et-ideno@orh.go.jp
（件名はカプセル内視鏡体験会申込みで願います）
Fax: 072-252-1360   大阪労災病院 出野憲由 宛
（参加者氏名、施設名明記のうえ、カプセル内視鏡体験会
参加希望とご記入下さい）
申込みは 平成 22 年 1月7日8:00 から先着順といたします。
※申込み多数の場合は、お断りすることもありますことをご
了承ください。

会場案内MAP

 「比較的稀な感染症 ～起因菌を見落とさない」
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　診療報酬における検体検査管理加算を算定するための要件として「排泄物、滲出液又は分泌物の細菌顕微鏡検査 （そ
の他のものに限る。）」と記載されています。ここでいうその他とは蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等、保温装置使
用のアメーバ検査を除外したものとなり、通常の光学顕微鏡での検査が該当します。
　微生物検査室で実施される光学顕微鏡での検査はチール・ネールゼン染色とグラム染色が一般的に行われ、どちらを選
択しても算定することは可能と考えられますが、臨床的な必要性からすればどちらも実施すべきです。微生物検査室の有無
にかかわらず全ての施設でこの要件が加わったため、新たに塗抹検査を実施した施設も多いかと思われますが、塗抹検査
は顕微鏡と染色液さえあればできるという検査ではなく、知識・技術・経験が必要とされます。
　今回、グラム染色を中心として、検体の取り扱い・標本作製・染色・顕微鏡観察・抗酸菌や真菌や稀な感染症の供覧など
を、実技と講義とディスカッションを織り交ぜた塗抹検査の基礎技術講座を実施します。これから塗抹検査を始めようとい
う方々は、特に奮ってご参加ください。

申込方法
①氏名 ②施設名 ③部署 ④連絡先 ⑤細菌検査の経験（有
無/年数） ⑥自施設で使用しているグラム染色の方法名を
記載のうえ、下記メールアドレスまでお申し込みください（携
帯からは不可）。
※1週間以内に参加登録可否のメールを返信いたします。返
信がなければ、電話で確認をしてください。
※希望多数の場合、1施設2名以上の参加はお断りする場合
があります。
申込先
（財）結核予防会大阪病院   伏脇 猛司（ふしわき たけし）
kensa@osaka-hospital.jp 電話 072（821） 4781 （内線 321）

日　時
平成22年2月13日（土）　14:00～19:30（終了予定）
会　場
大阪市立大学医学部基礎学舎 5F 微生物実習室
（最寄り駅 : 各線天王寺駅）
受講料
会員2,000円、非会員10,000円
定　員
先着40名

第16回
糖尿病療養指導士講演会 予告

Information
of Seminar

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

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22年2月21日（日）　13:20～17:00 （12:50より受付）
会　場
大阪大学中之島センター 10Fホール
参加費
技師会会員（その他各職種の学会会員）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

 「知っておこう人工膵臓最前線」 Theme

内　容

講演1部
1.「糖尿病におけるPOCT 機器の運用管理の実例」
講師:東住吉森本病院 臨床検査科　浅沼 晴雄

2.「血糖値から見る患者さんの生活」
～血糖自己測定を療養指導に活かすために～
講師:大阪市立北市民病院 看護部 　熊野 真美

講演2部 （特別講演）
「人工膵臓の現状と展望」                            
講師:大阪市立大学・大学院医学
　　 研究科代謝内分泌病態内科学　絵本 正憲

★本研修会は
「日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会」として
第2群又は第1群いずれか一方で認定申請可能です

はじめての塗沫検査
基礎技術講座のご案内

Information
of Seminar

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

 「知っておこう人工膵臓最前線」 
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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」が中断されてしまいます
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2010
年1月号Vol.59、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2月号の原稿〆切は1月5日（火）、3月号は2月2日（火）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。

日臨技会長選挙投票へのご協力ありがとうございました!
選挙結果
当 選 髙田 鉄也 氏 7,022 票 
次 点 小﨑 繁昭 氏 5,202 票

才藤 純一 氏 2,757票  

有 効 票 数 14,981票

無 効 票 数 1,043 票 内（期間外 911票） 

～本年もよろしくお願いいたします～
本紙冒頭の「年頭所感」にもありましたように、今年は
役員改選の年となっております。 
一足先に日臨技の会長が決定し、今後の日臨技の動
向に目を向けるとともに、大阪は会員のみなさまとと
もにまい進していくためにも、情報源として大臨技
ニュース・ホームページの充実を目指します。

大臨技は有権者数2,994名  投票数406票
投票率13.56 % 

各都道府県の投票率が日臨技のホームページに掲載
されておりますので、ご参照ください。

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た
「求人掲示板」を開設しております。

臨床検査技師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


