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日　時
平成22年2月20日（土）　10:00～16:00
会　場
難波グリーンガーデン（南海難波駅北すぐ）
内　容
「献血・街頭呼びかけ」
評価点
基礎教科-20点（会員証をお持ちください）
（午前のみ・午後のみ の活動参加でもOKです。）
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

　会員の皆様、また寒い冬の季節がやってきました。
毎年この時期、献血数の減少により血液製剤の適正在庫の確保が困難になっております。 

　このような時期にこそ、医療に関わる我々が率先して献血に関わるべきであるとスタートした献血推進活動、
今年度は 2回の実施で、その2回目です。今回も自らが献血できる方はもちろん、

献血はできないけれど市民の方への呼びかけを手伝ってくれる方など、
多くの会員の方のご参加をお待ちしています。

また、大臨技役員をはじめ各部会世話人の皆様、賛助会員の皆様、ぜひご参加ください !
皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

なお会員の方は献血会場にお越しの際、行事参加登録いたしますので（基礎教科 -20点）、 
大臨技献血スタッフにお声をかけていただきますようお願い申しあげます。

第32回  ほんわかボランティア 冬季献血推進活動のご案内

昨年に引き続きチーム医療の中からNST活動についてご講演をお願いしています。
また、情報提供として診療報酬改訂についての最新情報を解りやすく説明していただく予定です。
今回も参加対象者は技師長クラスの方に限定していません。より多くの方々に参加していただきたいと思います。

第26回 技師長会開催のお知らせ

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

情報組織部からのお知らせ

日　時
平成22年2月20日（土） 　15:00～17:00
会　場
住友病院 14階講堂（大阪市北区中之島5-3-20）
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（内線 3407）

1.  「NST 活動の有用性とその効果」
－検査技師の役割 ? 何ができるんだろ?－
講師 : 市立岸和田市民病院 中央検査部　杉山 昌晃

2.「診療報酬改定最新情報」
講師 : 株式会社エスアールエル 企画営業部

本多 康之

Theme 「チーム医療」

予告

第2回 学術部講演会
テーマ:「腎症を理解する」 ■日　時　平成22年3月6日（土） 　14:30～17:00

■会　場　あべのメディックス 6階ホール
■参加費　会員500円一般・臨床化学・免疫血清・生理・病理・

微生物の各分野より腎症について考えて
いきます。 詳細については3月号に掲載いたします。
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第16回 糖尿病療養指導士講演会

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

情報組織部 チーム医療部門からのお知らせ

　大臨技標準化推進委員会は、昨年10月に80施設のご参加をいただき、第2回大臨技精度管理調査を実施しました。
今年度は日臨技臨床検査データ標準化3ヶ年事業の最終年度であり、大臨技としても大阪府民のための検査データ信頼性
保証の達成を目指した事業となりました。現在の医療において臨床検査データの標準化は必須の課題であり、大臨技とし
ても、よりよい事業にすべく今後も継続して推進していく予定であります。
　つきましては今年度に標準化推進事業に参加された方、この事業にご興味のある方々にご参加いただき、今回の事業報
告ならびに標準化推進事業に対するご意見を伺いたいと思います。多くの方のご参加をお待ちしております。

「大臨技標準化推進委員会・検体管理システム部門共催講演会」

日　時
平成22年2月13日（土）　13:00～17:00 
会　場
あべのメディックス 6階ホール
参加費
会員500円、非会員 3,000円
連絡先
松下記念病院  中央臨床検査部　中島 康仁
TEL :06-6992-1231（3224）
E-mail:fwhz2544@mb.infoweb.ne.jp
評価点
基礎教科 -20点（会員証をお持ちください）

平成21年度 大臨技臨床検査データ標準化推進事業報告 

▶大臨技会長挨拶
1. 大臨技精度管理調査概要報告
2. 平成 20 年度大臨技精度管理調査結果報告
3. ドライケミストリーの精度管理について
4. 精度管理調査結果の利用方法について
5. 討論会

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
共　催 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

 「知っておこう人工膵臓最前線」 Theme

▶13:20～13:30　開会挨拶
大阪府臨床検査技師会 会長 今井宣子

▶13:30～15:00　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」
～自己血糖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

▶15:00～15:20　糖尿病関連商品のご紹介
POCT用血糖測定器「ケアシスト」のご紹介
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

▶15:20～15:30　休  憩

▶15:30～17:00　講演2部 （特別講演）
座長 今井宣子
「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

平成21年度 大臨技臨床検査データ標準化推進事業報告 

 「知っておこう人工膵臓最前線」 

内　容

（2）大臨技ニュース



Information
of Seminar

免疫血清検査部門 定期講演会 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 免疫血清検査部門からのお知らせ

残寒の候、皆様風邪など召されずにお過ごしでしょうか。
さて、今回の免疫血清部門定期講演会は「甲状腺疾患

の秘密を紐解く !」というテーマで開催させていただき
ます。甲状腺疾患は患者様も多く、また自己抗体の有無
や種類、患者様の病態・投薬・治療などによってホルモ
ンの血中バランスは多彩な変化を見せます。われわれは、
この「秘密」をよく理解したうえで日常業務に取り組む必
要があります。
今回、大阪医科大学附属病院内分泌内科で第一線の診

療にあたられている平岩哲也先生をお迎えし、「甲状腺関
連検査と甲状腺疾患の臨床」を臨床の視点からお話して
いただきます。寒さ厳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。

日　時
平成22年2月6日（土） 15:00～17:00
会　場
大阪医科大学 講義実習棟2階
参加費
会員500円、非会員3,000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

甲状腺疾患の秘密を紐解く!Theme

内　容

1.「甲状腺の働きについて」
講師:ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
 　　IVD事業本部　岩橋 伸剛

2.「甲状腺関連検査と甲状腺疾患の臨床」
講師:大阪医科大学附属病院 第1内科　平岩 哲也

Information
of Society
第158回 大阪超音波技術研究会
整形外科領域の超音波検査

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

学術部 生理検査部門からのお知らせ

これまであまり着目されていなかった整形外科領域ですが、腱や筋など軟部組織は超音波検査のよい適応であり、特に
近年の高周波探触子の著しい描画性能の向上により注目を集めています。
そこで、下記の通り、体表特別編として整形外科企画を開催したいと思います。多くのご参加をお待ちしております。

内　容

1. 症例呈示（整形外科領域）
2. 講演　「整形外科領域超音波検査の基礎知識」
講師:東京厚生年金病院　石崎 一穂

日　時 平成22年2月19日（金） 　18:30～20:15
会　場 住友病院 14階講堂
参加費 1回500円（年間参加費納入済の方は不要）
連絡先 住友病院　尾羽根 範員 
 E-mail:obane-norikazu@sumitomo-hp.or.jp

Information
of Seminar
臨床化学検査部門講演会
生化学検査の基本

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2月18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

生化学検査の基本 ー新米技師さんたちへ、原点に戻って基本を学ぼうー
The

me
講師 : 近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部　増田 詩織

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

甲状腺疾患の秘密を紐解く!

生化学検査の基本 ー新米技師さんたちへ、原点に戻って基本を学ぼうー

大臨技ニュース（3）



Information
of Society

一般検査部門研修会 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 一般検査部門からのお知らせ 

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。2回目は東京大学医学部附属病院の宿谷賢一先生をお招きし、今後の一般検査に求められることや
必要な知識、技師の指導、最新のトピックスなどをご講演いただきます。一般検査に携わる技師のレベルアップのために
は何が必要かを直に感じていただけたらと思います。
今年度最後の研修会になりますが、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。

　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

「一般検査をより理解する !」②
The

me
講師 : 東京大学医学部附属病院 検査部副技師長　宿谷 賢一

はじめての塗沫検査
～基礎技術講座のご案内～

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

Information
of Seminar 学術部 微生物検査部門からのお知らせ

日　時
平成22年2月26日（金） 18:45～20:15
会　場
クレオ大阪中央 セミナーホール
（大阪市営地下鉄「四天王寺前夕陽丘駅」下車 徒歩 5分）
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
東洋紡績株式会社

「一般検査をより理解する !」②
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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）

▶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

　皆様の施設ではどのように嫌気性菌の培養同定検査を
進められているでしょうか?使用する培地も、同定キット
も施設によって当然違うでしょうし、本当にこの同定菌名
で良いのだろうかと思うこともしばしばあるのではないで
しょうか?
　今回は極東製薬の豊田耕一先生に、嫌気性菌の培養同
定において知っておかなければならないこと、同定のポイ
ントとなる性状などについてご講演をいただく予定です。
皆様奮ってご参加ください。

日　時
平成22年2月23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）
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

微生物検査部門 定期講習会

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 微生物検査部門からのお知らせ

「嫌気性菌の培養同定検査（仮）」
The

me
講師 : 極東製薬工業株式会社 営業学術部微生物グループ　豊田 耕一
「嫌気性菌の培養同定検査（仮）」

大臨技ニュース（5）



Information
of Society
第24回
大阪病理技術研究会

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

今年度は、『病理技術』～今更聞けないこんなこと～ と題して本研究会を開催します。 
会員の皆さまに事前に回答していただきました脱脂・脱灰のアンケート調査報告、PAM染色コンペの報告、さらに、きれい

に撮れそうでなかなかうまく撮れない顕微鏡用デジタルカメラの撮影方法についても講演していただきます。
ルーチンでの今更聞けない悩みを少しでも解消できればと思っていますので、みなさん奮ってご参加ください。

なお、終了後には懇親会も予定しています。研究会に引き続きご参加ください。（当日受付）

日　時
平成22年2月27日（土）　13:00 ～ 18:00
会　場
日生病院別館 1階講堂
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

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

THEME

病理技術 ～今更聞けないこんなこと～

1. 脱脂・脱灰に関するアンケート調査報告
北野病院　田口 雅子

2. 脱水過程にキシレンエタノールを使用した
包埋プロトコールの効果
奈良県立医科大学附属病院　西川 武

3. 脱脂・脱灰の迅速の工夫について
株式会社常光　薬袋 博信

4. 細胞診における細胞の全方向観察法とその細胞像
国立循環器病センター　藤田 幸久

5. PAM 染色コンペ
大阪市立大学医学部附属病院　佐々木 政臣

6. マッソン・トリクローム染色とアミロイド染色の
原理とポイント
サクラファインテックジャパン株式会社　渡辺 明朗

7. 顕微鏡用デジタルカメラの基礎
株式会社ニコンインステック　大橋 祥高[ 交通案内 ]

地下鉄
中央線・千日前線「阿波座駅」下車西側（6）号出口 約 3 分
長堀・鶴見緑地線「西長堀駅」下車（4）A号出口 約 6分

北支部自由集会報告
【第26 回北支部自由集会感想文】
「北部自由集会 年末総血算 2009! ～紅（赤）白最新情報がワンコインで～ に参加して」

1.社会保険滋賀病院　大鷲 和由
　普段はあまり県外の研修会に行く事は少ないのですが、「年末総血算2009! ～紅（赤）白最新情報がワンコインで～」というユニークな
タイトルに興味をひかれて参加させていただきました。
　研修会は、平成21年12月12日（土）15:00～18:00に大阪医科大学で開催され、企画1では「血球計数装置の性能と限界」として血球
計数装置の4メーカー（アボットジャパン、シスメックス、シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス、ベックマンコールター）より、各メー
カーの分析装置の特徴や、血液検査のトレーサビリティー、検体保存時間による影響、干渉物質の影響として乳び、溶血、その他赤血球凝集
や血小板凝集があった場合の影響について講演があり、各メーカー
の特徴や最新技術等の情報を得ることができました。各メーカーに
ついて似ているところもあれば、全く異なった測定系の部分もあり、
日常検査で使用している分析装置以外の情報を聞くことができ、大
変有用でした。また、最新技術や新しい測定方法によって様々な影
響を回避する機器が出ていますが、様々な影響を受ける為にその原
因を発見できる場合もあるので、一長一短な面もあるのではないか
と思われました。その後に、企画2の大阪医科大学の池本敏行先生
より「検査情報の活かし方とピットフォール」の講演がありました。こ
こでは日常検査で遭遇する様々な事象について、考え方やデータの
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臨床検査技師教育機関からの声
研究紹介

解釈等をわかりやすく解説していただき、すぐに日常検査に活かせる情報が多く、とても勉強になりました。
　今回の研修会を通して、使用している分析装置の特徴や原理等を把握することはとても重要であると感じまし
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。

2.愛染橋病院　赤澤 友美
　日頃使用している分析装置のことをもう少し詳しく知りたいと思い、今回の勉強会に参加しました。
　各メーカーの方にテーマに沿って説明していただき、また普段使用していないメーカーの分析装置も知ることが
できて、大変勉強になりました。スキャッタグラムやヒストグラムから得られる情報をもっと有効利用していき、今
後の検査に役立てたいと思います。後半の池本先生の「検査情報の活かし方とピットフォール」では、より具体的に
データの捉え方や干渉物質により異常データになった場合の対応策についてお話していただき、どのような点に
注意して検査を進めていけば良いのかということがよくわかりました。また血液検査だけでなく感染症の話やドク
ターが検査データをどのようにみているか?とういう話も興味深く聞かせていただきました。
　これからは、血球装置の情報を見逃さず、血算情報を活用していき、より正確なデータを臨床に返せるように努
力していきたいと思います。

3.大阪医科大学附属病院　坂井 藍
　「年末総血算2009」の名前に惹かれ、先日大阪医科大学病院にて
行なわれた北支部自由集会に参加させていただきました。各メーカー
さんにはそれぞれの製品の紹介を交えながら、自動血球計数器の基本
的な原理、血小板凝集や乳びの影響がどのようなフラグとして現れる
のか、他社とは違う独自の測定方法等々を分かりやすく説明していただ
いたので、いま自分の施設で使っている機器と比較しながら、いろいろ
な機種を知る良い機会になりました。池本先生の講演では、血液検査
をする上でのポイントや、すぐに現場で役立つ知識があったり、新しい
見解をふまえた解説があったりと、部下である私もいくつか新しい知
識を得ることができ、とてもおもしろい講演でした。普段血液検査業務

を携わっている技師のみならず、時間外などでしか血液検査に触れないような方々にも理解できる内容だったのではないでしょうか。この勉強
会は、参加者からいろいろな質問や厳しい意見もあり、傍観者の私は非常に感心させられるばかりでした。参加費500円でこの内容は非常に
お得!でした。

　大阪大学医学部保健学科動脈硬化代謝学/脈管病態生理学研究室では日本人の死因の上位を占める動脈硬化性疾患の予
防、診断、治療法の開発を目標に研究を続けています。これまで動脈硬化の主要危険因子である脂質異常症の治療標的として
はLDLコレステロールのコントロールが中心でした。しかし、強力な新世代スタチンによる徹底したコレステロール低下療法に
ても冠動脈疾患発症の抑制率はたかだか30%であり、近年では”beyond LDL cholesterol”の時代と言われています。
　その中で我々は中性脂肪に富むリポ蛋白であるカイロミクロンやVLDLの中間代謝産物であるレムナントリポ蛋白（図）に
注目し、その検査法の開発をはじめ、基礎研究、臨床研究を行っています。
　レムナントリポ蛋白は強力な動脈硬化惹起性を有することが報告されていますが（表）、正確に分画・定量することは困難で
あり、本格的な研究が進むのはこれからであると考えています。現在、我々は大阪大学保健センターや附属病院を含む関連病
院との共同研究を行い、レムナントリポ蛋白と頸動脈硬化症や食後高脂血症との関連を検討しています。その中でレムナント
リポ蛋白は最近、社会的にも大変注目されているメタボリックシンドロームの発症基盤である内臓脂肪蓄積状態においても蓄
積すること（これは高コレステロール血症、高中性脂肪血症や高血圧、耐糖能障害を伴わない単に腹囲の増加した場合も含み
ます）や、高レムナントコレステロール血症を伴うと血清コレステロールや中性脂肪値が正常であっても頸動脈硬化症を発症
する可能性が数倍高まることなどを明らかにしています。これらの結果から我々は新たな動脈硬化危険因子として積極的にレ
ムナントコレステロールを測定する必要があると考えています。
　また、動脈硬化の病態生理にもテーマを広げ、動脈硬化発症機序の中で中心的な役割を担うマクロファージの機能に注目し
検討を進めています。これまでに生体内の抗動脈硬化分子であるアポリポ蛋白Eにより、マクロファージからのマトリックスタ
ンパク分解酵素の分泌が抑制されること（この作用は動脈硬化性プラークの安定化につながります）などを明らかにしていま
す。今後もレムナントリポ蛋白代謝、メタボリックシンドロームの病態解析、動脈硬化の病態生理学などを中心に研究を進めて
いく予定です。

大阪大学医学部保健学科　石神 眞人

表:レムナントリポ蛋白による動脈硬化促進機序
1. マクロファージへの取り込み亢進、泡沫化促進
2. 血小板凝集能亢進
3. Plasminogen Activator Inhibitor-1（PAI-1）活性亢進 
4. 血管内皮機能障害
5. 冠動脈血管平滑筋細胞増殖亢進
参考: レムナントが冠攣縮を起因としたポックリ病と

関連するという報告もある。
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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3月号の原稿〆切は2月2日（火）、4月号は3月5日（金）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。

12月に開催した手話講演会の講師徳永京子先生が主催する
医療従事者向けの手話講座のご案内です。

【ワンランク上の医療専門家を目指そう!】
《医療手話講座》
▶日時: 2/1～4/12（月） 祝振替休日を除く全10回
 19:00～21:00
▶会場: なごみ夢ハウス 
 大阪市中央区釣鐘町1-1-1  谷町秋田ビル601  
▶費用 : 1万円（テキスト代別途必要）
▶詳細： なごみ夢ハウスブログで

http://nagomiyume.blog108.fc2.com/

〈交通アクセス〉
地下鉄谷町線「天満橋」下車
4番出口から徒歩1分。
4番出口を上がったら、谷町筋を南下、紳士服のエフワン
を右折、レンガ造りの古いビルの601号室です。
オートロックなので601を押してください。

(社)大阪府臨床検査技師会総会および(社)日本臨床衛生検査技師会総会
出席票ならびに委任状の取り扱いについて
本紙2月号と同送にて上記案内をお送りしています。

施設連絡責任者の方は自施設会員への伝達と、とりまとめをお願いいたします。
会員各位におかれましては、出席票・委任状の提出をお願いいたします。

 
返送の締め切りは3月4日 (必着 )になります。
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