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大臨技ニュース等でお知らせしましたとおり、
平成23年度から年会費の納入方法が変更となります。

11 大臨技「継続年会費」の納入方法
今までどおり「大臨技ニュース12月号」に「会費納入案内」および所定の「郵便振込用紙」を同封していますので、

年会費5,000円を振り込んでください。振込手数料は無料です。

22 大臨技「新入会」および「再入会」の方の会費納入方法
大臨技ホームページの「入会案内」を見て入会手続きをしていただくか、直接、大臨技事務所に連絡して

入会手続きをしてください。納入額は7,000円
（新・再入会費 2,000 円（本年度まで4,500 円）+年会費 5,000 円）です。

上記① ②について施設で合算して 会費を振り込まれる場合は、いままでどおり

【お願い】
郵便振込用紙1枚に合算した金額を記入し振り込んでいただくとともに、納入者名簿の提出をお願い

いたします。

但し、「大臨技臨床検査技師賠償責任保険」に加入される方は、2ページに掲載の「5. 加入方法」を

ご覧ください。

33 日臨技年会費の納入方法
日臨技指定の方法（原則口座振替もしくはコンビニ振込み）で納入してください。

なお、平成２３年度に日臨技新入会希望の方は、いずれかの都道府県技師会に所属する必要がある

（平成２２年１０月１日発行の日臨技会報「JAMT」に掲載）ため、大臨技の新入会手続きも同時に行ってください。

　ご存じのように、医療訴訟件数は年々増加の一途をたどっており、われわれ臨床検査技師に
とっても賠償責任保険はいまや必須となっています。
　また、すでに、大臨技ニュース等でお知らせしましたとおり、平成23年度から
「大臨技のみの会員」の選択が可能となります。
　こうした背景をふまえ、大阪府臨床検査技師会のみの会員の方々に加入いただける
「臨床検査技師賠償責任保険（医療従事者特約条項）」を設定いたしました。

平成23年度 年会費の納入方法について

大臨技「臨床検査技師賠償責任保険」について

詳しくは2ページに→

大臨技ニュース等でお知らせしましたとおり、
平成23年度から年会費の納入方法が変更となります。
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11 大臨技「臨床検査技師賠償責任保険」とは
臨床検査技師が、日本国内で行う「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 条）」に
規定する医療業務等を遂行することにより、他人の身体に障害（障害に起因する死亡を含む）が発生し、またはその
財物を損壊したことにより、臨床検査技師が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額の範囲内
で補償する保険です。

22 加入対象者
大阪府臨床検査技師会に所属する臨床検査技師・衛生検査技師

33 保険期間
平成２３年４月１日から平成２４年４月１日まで （保険期間 :1年間）

44 保険金額・免責金額（自己負担額）・年間保険料

補償内容 保険金額（てん補限度額） 免責金額（自己負担額） 年間保険料

身体賠償 1事故・1億円・期間中3億円 なし

2,950 円
財物賠償 1事故・期間中20万円 なし

人格権侵害 1名・1事故・期間中100万円 なし

初期対応費用 500万円 なし

55 加入方法
1）申込み方法
加入を希望される方は、大臨技会費納入案内に同封されている「臨床検査技師賠償責任保険」加入依頼書に必要
事項を記入し、同封の封筒で大臨技事務所に送付してください。また、同時に、同封の郵便振込用紙にて下記の
とおり大臨技会費とともに保険料を振り込んでください。振込手数料は無料です。

2）振り込んでいただく保険料
大臨技 「継続会員」 の方・・・・・・・・・・7,950円 * を振り込んでください。
大臨技 「新入会」 および 「再入会」 の方・・9,950円 * を振り込んでください。

 （*会費 +大臨技臨床検査技師賠償責任保険料（平成２３年４月１日～平成２４年４月１日） 2,950 円）

大臨技のみの会員の方で「大臨技臨床検査技師賠償責任保険」に加入される方は、
【注意】 必ず、1名につき郵便振込用紙1枚を使用して振り込んでください。

（施設毎の合算での振り込みの場合、当会で保険料の把握ができなくなります。）

3）募集期限
平成２２年１２月１日から平成２３年１月３１日まで

4）保険料支払期限
平成２３年１月３１日まで
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情報組織部 チーム医療部門 からのお知らせ

※評価点=日臨技生涯教育点数
評価点:基礎教科-20点（会員証をお持ちください）ICT部会講習会

※評価点=日臨技生涯教育点数
評価点:基礎教科-20点（会員証をお持ちください）糖尿病療養指導部会 定例勉強会

『触れてみよう さわってみよう糖尿病食品』

学術部 輸血検査部門 からのお知らせ

※評価点=日臨技生涯教育点数
評価点:専門教科-20点（会員証をお持ちください）学術講演会 「血液型について（仮題）」

日  時 平成22年12月17日（金）　18:30～20:00
会 場 阪急ターミナルスクエア・17 ふじの間

阪急梅田駅上 阪急ターミナルビル17 階
参加費 会員500 円 非会員3,000 円
共 催 大正富山医薬品株式会社
連絡先 関西医科大学附属枚方病院　中村 竜也

Email: nakamurt@hirakata.kmu.ac.jp

　平成22年度、第2回目のICT部会講習会を下記要項に
て開催いたします。
　今回は静岡県立静岡がんセンター 感染症内科部長
大曲貴夫先生にお越しいただき、感染症診療についての
ロジックを、基本的なところからご講演していただくこと
となっております。
　この機会に臨床検査技師としてさらなる感染症診療の
知識を習得しましょう。皆さんふるってご参加ください!

内　容
1. 定期講義 グラム染色講座 髄膜炎   
講師：大阪警察病院　赤木 征宏

2. 特別講演 『感染症診療のロジック2010』
講師：静岡県立静岡がんセンター 感染症内科 部長　大曲 貴夫

内　容
第一部 触れてみようさわってみよう糖尿病食品

第二部『恒例・糖尿病療養指導士受験対策 試験でるとこのまとめ 』

講師 : 大阪鉄道病院　小宮山 恭弘

『触れてみよう さわってみよう糖尿病食品』

いものはダメ そう思いこんでいる糖尿病患者さんにカロリー表示のあるアイスクリームやクッキータイプの低GI食品 
温かい飲み物を飲むときに試して欲しい甘味料などなど指導の幅を広げるためにも一度手に取ってみませんか?

　そして第二部では『恒例・糖尿病療養指導士受験対策 試験でるとこのまとめ』を 時間のない皆さんにこれだけ ここだけ覚
えたら大丈夫 かもしれない?の受験対策講座です。（受験でない方にもとても役立つ情報です）
ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしています。

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）

日  時 平成22年12月8日（水）　18:30～20:00
会 場 大阪府臨床検査技師会事務所

大阪市天王寺区空清町 8-33 大阪府医師共同組合東館 4階
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

Email: yamashita.osaka.red@apost.plala.or.jp

　今回の学術講演会では血液型についてご講演していただきます。
血清学的な話だけでなく、遺伝子学的な内容もお話いただく予定です。
多数の会員の皆様の御参加をお待ちしております。
日  時 平成23年1月22日（土）　14:00～15:30
会 場 大阪医科大学 臨床第Ⅰ講堂
参加費 会員500 円、非会員3,000 円
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

メール送信又は電話でお問い合わせください。
Email: yuketsu-osaka@mail.goo.ne.jp
T E L : 06-6372-0675

（大阪府済生会中津病院　深田 恵利奈）

講師 : 自治医科大学地域医療学センター長
 梶井 英治

今後の予定 輸血セミナー2011
日  時 平成23年2月26日（土）  10:00～17:00（予定）
会 場 大阪医科大学 看護学部看護学講堂
講演2題とシンポジウムを企画しています。
詳細は次号の大臨技ニュースをご覧ください。
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※評価点=日臨技生涯教育点数
評価点:専門教科-20点（会員証をお持ちください）

今回のテーマは「尿沈渣を極める～極上のエッセンス、古都奈良にあり～」です。
本研修会では泌尿器科的疾患と腎疾患に分けて各疾患のエッセンスをご講義いただきます。

多数のご参加の程よろしくお願い申しあげます。

「尿沈渣を極める」 ～極上のエッセンス、古都奈良にあり～

第21回 近臨技一般検査研修会 参加申込書
氏 名 男 ・ 女  
会員番号 （所属技師会     　　　　府 ・ 県）
所属施設 部署名

問合せ等の連絡先
電話（    　　 　）      　　　　─         （内線   　　　　　）
勤務先・自宅・携帯（○を付けてください）

受講票お届け先 （〒　　　　─    　　　　）　勤務先・自宅 （○をつけてください）
（確実に届く場所）
一般検査経験年数 年
認定一般検査技師資格の有無 有     無  （いずれかに○をつけてください）
（必ずご記入ください）
連絡事項（何かあればご記入ください）

プログラム
 8:45 ～ 9:00 受付
 9:00 ～ 9:10 開講式、オリエンテーション

《午前の部 泌尿器科的疾患の極上エッセンス !》
 9:10 ～ 10:10 講演1 尿路感染症のアプローチに必要な

尿沈渣の見方・考え方
講師 : 東海大学医学部附属大磯病院 中央臨床検査科

野崎 司
10:20 ～11:20 講演 2 泌尿器系腫瘍のアプローチに必要な

尿沈渣の見方・考え方
講師 : 長崎市立病院成人病センター 検査部

浦壁 順一郎 
11:20 ～11:30 総合討論
11:40 ～12:40 ランチョンセミナー（SIEMENS 株式会社 提供） 

・企業プレゼンテーション
・古代からのメッセージ ! 寄生虫から見える生活史
 講師 : 古環境研究所 奈良研究所　金原 正子

《午後の部 腎疾患の極上エッセンス !》
 12:50 ～13:20 講義 3 腎炎のアプローチに必要な尿沈渣の

見方・考え方
講師 : 大阪大学医学部附属病院 医療技術部

堀田 真希 
 13:20 ～14:20 講義 4 尿検査成績から得られる病態情報

講師 : 大阪大学医学部附属病院 医療技術部
山西 八郎 

 14:20 ～15:50 講義 5 敵を知る ! 尿沈渣鏡検者に必要な
腎疾患の心得

 講師 : 天理よろづ相談所病院 膠原病センター長
八田 和大 

 15:50 ～16:00 総合討論
 16:00 ～16:10 閉会式

日  時 平成23年2月20日（日）　9:00～16:00
会 場 奈良県婦人会館

奈良市登大路町 10-1　TEL（0742）22-4510
（近鉄奈良駅から徒歩 5 分）

対象者 近畿臨床検査技師会の会員
（日本臨床衛生検査技師会の会員）
注）日本臨床衛生検査技師会非会員の申込みは、
　　原則受付しません。

受講料 5,000 円　  定　員　100 名
申込期間 平成22年12月1日（水）～1月15日（土）
開催担当 社団法人 奈良県臨床衛生検査技師会 

形態検査部門一般検査分野
問合せ先 ㈶天理よろづ相談所病院 臨床病理部　中村彰宏

Email: nakamurium_a802@yahoo.co.jp
（件名に「近臨技一般検査分野研修会」とご記入ください。）
注） 業務の都合により電話による問い合わせは一切お断りします

申込書に必要事項を記入の上、必ず郵送でお申し込みください。
受付次第、折り返し受講案内をお送りします。

郵送先 〒632-8552　奈良県天理市三島町200天理よろづ相談所病院 臨床病理部　中村彰宏 宛
注 1）郵送以外の受付は一切いたしません。ご注意ください。
注 2）同施設内で複数の方が申し込まれる場合でも、参加者1名

につき1枚の記入をお願いします。申込書は複写または奈良
県臨床衛生検査技師会ホームページより印刷してください。

注 3）技師会入会が手続中（申請中）で会員証が手元に無い方は、
入会確認の為、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無い申込みは受付しません。

申込方法

日臨技認定一般検査技師 認定センター承認研修会 申請中
第21回 近臨技一般検査研修会のご案内 



於:2010年10月23日（土） 大阪医科大学 
テーマ:『急性腹症と臨床検査』

Healthy Exhibition

とよなか市民健康展の報告

　9月19日（日）、豊中市民会館にて開催された第35回豊
中市民健康展に参加させていただきました。
　私たちは「メタボリックシンドロームと臨床検査」という
テーマでパネル展示をしました。開始から終了まで、とても
多くの方々が立ち寄ってくださり用意していたパンフレット
が全てなくなる程でした。中には熱心に質問される方もい
らっしゃったのですが、十分にお答えすることができず勉
強不足を感じました。
　次回はもっと知識を増やして市民の皆様の質問にしっか
りとお答えしていければなぁと思います。今回はこのような
イベントに参加させていただきありがとうございました。
とても良い経験になりました。

　私自身腹部エコーは学生の時以来触れたことが無いの
ですが、今回の講義に参加させていただきとても勉強にな
りました。
　検体検査、腹部エコー、臨床編と三部構成になっていて
それぞれがどのように関係していて急性腹症を診断、治療
しているのかよく分かりました。
　とくに質疑応答のところでは、搬送理由を検査科側が検
査前に把握していることが結果報告を速めるきっかけにな
る理由が分かり良かったです。

第28回
大臨技北支部自由集会 報告

（1）医誠会病院 臨床検査科　鈴木 和実

　今回「急性腹症と臨床検査」をテーマとした講演に参加し
ました。
　臨床側の考えとして急性腹症の場合、まずは病態の緊急
度を把握することが重要であり、検体検査においては優先
項目の組み立て、生理検査においては症状に沿った検査手
順が重要であるという話が印象的でした。
貴重なお話をいただき、大変勉強になりました。

（2）田辺中央病院 臨床検査科　馬場 昭好

市立豊中病院　下脇 千恵子

　会場は、子ども連れの家族や、高齢者など、たくさんの
方々で大変賑わっていました。
　私達は、大阪府臨床検査技師会として、メタボリックシン
ドロームの予防と対策についての呼びかけを行いました。
　たくさんの方々に関心をもって話を聞いていただくこと
ができ、特に意識の高い方とは、健康に対して自分が普段
から心掛けていることについての情報交換のようなかたち
となり、とても 興味深かったです。
　健康について呼びかけながら、自らも健康について改め
て考えさせられる有意義な一日でした。

市立豊中病院　大石 彩子

　急性腹症で大切なことは検体検査、超音波検査共にス
ピードが重要であると再認識しました。
　痛みのある場所と臓器の位置は違うことが多いので、超
音波検査では上から下までしっかりと診て（心臓も含め）、
病態と重症度を常に考えながら検査し、超音波検査だけで
結果が得られる場合も多いですが、迷った時等は長時間か
けるのではなく、他の画像検査もあることを忘れない様に
心掛けたいです。
　今日のお話を心に留め、患者様の治療に役立つように
日々頑張りたいと思います。

（3）浅香山病院 中央臨床検査室　中園 多美子

大臨技ニュース（5）



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23年1月号の原稿〆切は11月29日（月）、平成23年2月号は平成23年1月5日（水）です。

　日本臨床検査薬医協会、日本衛生
検査所協会、日本臨床検査医学会、日
本臨床検査専門医会の4団体から成
る臨床検査振興協議会は、11月11日
を「臨床検査の日」と制定した。
 

　11月11日を「臨床検査で不可欠な『＋』『－』を
組み合わせた十一月十一日を『臨床検査の日』と覚
えてほしい」と紹介されている。
 
　「臨床検査の日」のイメージキャラクターには悪
役としてテレビ、コマーシャルなどで活躍する八名信
夫氏が就任。「医療という主役が活躍するには、臨
床検査という脇役がいい仕事をする必要がある」と
映画にたとえ、いかに縁の下の力持ちが世の中に大
勢いるか、悪役という脇役を演じてこられた経験を
ふまえて、これから脇役にスポットをあてていこうと
のポリシーをもとに、「臨床検査が疾患の早期発見
と早期治療につながる有用なもの」との広報活動を
国民に広く展開していくとのことだ。

　東京では制定記念フォーラム、大阪でも関連イベ
ントが開催された。

　大臨技はその事業活動の中で、職能団体として臨
床検査技師が講演会や勉強会で学びそのスキルアッ
プを図る場を提供しているわけだが、次年度計画立
案中の現在、今回の「検査の日」の誕生は、これか
ら目指す公益事業を推進する姿勢に追い風を受け
た気がする。「臨床検査」を提供する位置は違えど、
「人々の健康と福祉に貢献する」という目的に収束
しているからだ。
 
　まずは知ってもらうこと、そして知ってもらったと
き、その中身の深さに興味や共感を持ってもらえれ
ば本望かと思う。その期待に応えられ
るだけのことを、我々は実施しているこ
とを自覚し、自信を持って行動すること
で、さらなるバージョンアップにつなげ
る必要性を感じている。

日  時 平成22年12月18日（土）　14:00～16:00
（受付は 13:30 から）

会 場 大阪府社会福祉会館
（大阪市中央区谷町七丁目4-15）

講 師 マインド・フィットネス協会 代表　徳永 京子
参加費 無料
連絡先 ㈶大阪府警察協会大阪警察病院　赤木 征宏

Email: akg@oph.gr.jp

　我々だけでは気づかないことや、ちょっとしたことで改
善できるようなことがたぶん多いのでは無いでしょうか。
　コミュニケーションのあり方について考える・・・
堅苦しく聞こえますが「心♥を伝えること」を大切にして
きた徳永先生の講演は、いつも温かく和やかな雰囲気で、
我々でも出来る何かを必ず見つけることができます。
　検査技師だけでなく医療に関わる多くの人に聞いてい
ただきたい講演ですので、自施設でお誘い合わせのうえ、
多数のご参加をお待ちしています。

 （最寄り駅）
地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅4 番出口（谷町筋を南に200m）
地下鉄谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅 2 番出口（谷町筋を北に500m）
いずれも谷町 7 丁目交差点を西入る。

※評価点=日臨技生涯教育点数
評価点:基礎教科-20点（会員証をお持ちください）渉外部 手話講演会のお知らせ

「医療の現場に活かすコミュニケーション ～聞いてみたい ! 視聴覚障がい者の受診時の本音～」
視力や聴力に障がいのある人たちは、受診時にどんなことを求め感じているの ?

～臨床検査振興協議会～

ゆるキャラの
「りんしょう犬さん」
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