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 平成26～28年度に日臨技事業として開催されてきました「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」
について、このたび大臨技主催で開催することとなりました。
臨床検査技師が患者向けの「臨床検査説明･相談実施」に必要な知識および技術を習得し、「チーム医療参画の
質的向上」を図ることを目的としています。多くの方のご参加をお待ちしております。

会場 愛日会館 ３階　http://www.aijitsu.jp/access/
地下鉄御堂筋線 本町駅 4番階段　
地下鉄四つ橋線 本町駅 25番階段
地下鉄中央線 本町駅 17番階段
いずれの場所からも 徒歩5分 

日時 平成29年11月25日（土）　9:30～17:00
（受付9:00～）

定員 50名（事前申込み　各施設2名までの先着順）
大臨技会員限定

参加費 3,000円

育和会記念病院 中央臨床検査部　田畑 泰弘
T E L : 06-6758-8000（内線7410）連絡先

地区事業部からのお知らせ

応募期間

平成29年10月2日（月）～10月11日（水）
＊ 10月2日以前の申込みに関しては受付いたしません。
＊ 定員に満たない場合は、期間を延長します。
（延長の場合、大臨技ホームページ上で案内します）

申込み方法

①～⑥までの必要事項を記入して下記メールアドレスに

お申込みください。

①E-mail 件名に『検査説明　参加申込み』と記載

②受講者氏名（フリガナ）　③会員番号　④所属施設　⑤専

門分野　⑥連絡先E-mail アドレス

講習会申込み専用メールアドレス
tikuzigyou@gmail.com

＊ ⑥は携帯メールアドレスは不可。

＊ 1 メール 1 名でお願いいたします。

＊ 10 月 31 日（火）までに可・否の返信がない場合は、

大変恐縮ではございますが下記の連絡先までお問い合

わせ下さいますようお願い申しあげます。

（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会主催　
「平成29年度 検査説明・相談ができる
臨床検査技師育成講習会」

台風等、天候の影響で開催が危ぶまれる場合は
大臨技ホームページの情報「お知らせ」を当日にご確認ください。重要なお知らせ

内容内容

9:00 受付
9:30 開講式

地区事業部　部長　田畑 泰弘
9:40 実施施設からの報告

パナソニック健康保険組合 松下記念病院
西川 昌伸

10:50 グループディスカッション
11:00 アナウンサーに学ぶ

「人の心をつかむコミュニケーション法」
フリーアナウンサー　豊島 美雪

12:00 昼食
13:10 R-CPC

関西医科大学総合医療センター　吉賀 正亨
14:20 模擬演習　（ロールプレイ）
16:50 閉講式
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  府民健康フォーラム

申込み方法（事前申込み制）  
▶ 氏名・住所・電話番号・参加希望人数・所属（一般・薬剤
師会・臨床検査技師会・栄養士会）を明記して、ハガキ・
FAX・E-mail のいずれかにてお申込みください。
定員（330名）を超過した場合のみ連絡いたします。
招待状の発送はいたしませんので、連絡なければ
直接会場までお越しください。

▶

申込み先  
ハガキ: 〒 540-0019　大阪市中央区和泉町 1-3-8

社団法人 大阪府薬剤師会内「府民健康フォーラム」係
F A X : 06-6947-5480
E-mail: kenkoforum@osaka-fuyaku.jp

※詳細は大臨技ホームページをご参照ください。

日時 平成29年11月12日（日）　13:30～16:40

会場 プリーゼプラザ小ホール
（ブリーゼタワー 7階） 

参加費 無料

渉外部からのお知らせ
府 民
公開講座

臨床検査技師・薬剤師・栄養士 それぞれの立場から情報発信
健康寿命延伸のために　～ロコモ・フレイルを防ぐ～」

（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点

申込締切 平成29年11月6日（月）

申込の際の個人情報は、本フォーラムの運営管理以外には使用いたしません。なお、電話番号・住所は定員を超過した場合のご連絡のみに使用いたします。

基調講演「健康寿命延伸のためにロコモ・フレイルを知ろう」
講師 : 一般社団法人 大阪府医師会 会長　茂松 茂人

講 演 Ⅰ 「高齢者の臨床検査」
講師 : 大阪医科大学 三島南病院 臨床検査科　繁　正志

講 演 Ⅱ「ロコモティブシンドローム・フレイルを漢方的に考える」
講師 : 一般社団法人 大阪府薬剤師会 理事　杉本 幸枝

講 演 Ⅲ「ロコモ・フレイル予防のための食事で大切なこと」
講師 : 公益社団法人 大阪府栄養士会 地域活動部会　山崎 綾子

プログラム

定員
330名 

第13回

「循環器バイオマーカー」をテーマに、BNPやトロポニンなどの臨床的意義に関して一緒に勉強しませんか？ 
循環器マーカーの最新トピックスに関しましても合わせて知ることができる、またとない機会となっております
ので皆様お誘いのうえ、多数のご参加をお待ちしております。

免疫化学検査部門 定期講習会
専門教科
20点

（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

学術部 免疫化学検査部門からのお知らせ

日時 平成29年10月12日（木）　18:30～20:00

会場 大阪医療技術学園専門学校
２階大教室 参加費 会員500円非会員1,000円

大阪府済生会吹田病院 臨床検査科　髙﨑　匡
E-mail: immunoandchem-osaka@yahoo.co.jp連絡先

循環器バイオマーカーの臨床的意義
～BNPと高感度心筋トロポニンIの有用性～
講師 アボットジャパン株式会社 学術担当　青木 和雄
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日臨技申請事業 血液検査部門 特別講演会②
学術部　血液検査部門からのお知らせ 専門教科

20点
（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

凝固のバイオマーカー　DIC診断基準におけるバイオマーカーの役割

「基礎から学ぶ ISO15189 による臨床検査室認定」
～第2回 文書・記録の管理について～

講師 北九州市立八幡病院副院長　岡本 好司

講師 シスメックス株式会社 西日本営業本部 大阪支店 学術サポート課　中島 豊勝神戸大学医学部附属病院 検査部　山本 美野子

大阪国際がんセンター 臨床検査科　田中 秀磨
TEL: 06-6945-1181（PHS　6429）連絡先

参加費 会員500円　非会員1,000円（日臨技申請事業のため、日臨技会員も会員扱いです）

日時 平成29年10月14日（土）　14:30～17:00
（受付14:00～）

会場 あべのメディックス 6階

DIC診断基準の“案”が取れましたね。補助的ですけどバイオマーカーも入ってますね。
そこらあたりを聞いてみませんか？

今回ご講演いただく先生は、たくさんの症例を経験されておられる先生です。
新しい知見がきっとあると思います。

（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点

ISO15189 講演会
学術部　検体管理システム部門からのお知らせ

国際規格ISO 15189 「臨床検査室-品質と能力に関する特定要求事項」は、臨床検査に特化した国際規格であり、第三者
(認定機関)が評価・認定する制度です。昨年度の診療報酬改定により“国際標準検査管理加算”が追加されISO15189の認定
の取得が求められています。
今年度の講演会では認定取得に向けて、より具体的な内容として手順書や温度管理等の文書・記録の作成・管理を中心とし

た講習会を行います。ISO15189 認定施設、今から認定を検討中の施設、更新審査を受ける施設など様々な施設の方に参加し
ていただき貴重な意見がうかがえればと思っています。お忙しいとは思いますが、多くの施設の方の参加をお待ちしています。

大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部　
山下　亘
E-mail: m0468519@msic.med.osaka-cu.ac.jp

連絡先

会場 あべのメディックス 6階研修室
（map:上記参照）日時 平成29年10月14日（土）　14:00～16:00

参加費 会員1,000円　非会員3,000円

今回は４月より6回にわたり行った細胞診定期講習会の締めくくりとして、模擬試験を行い
ます。印刷された写真を見て解答するフォト形式となっており、1回60問を2回実施します。

本番に近い形で行いますので、実力の判定にお役立てください。定期講習会と同様、事前参加申請は必要ありません。たく
さんのご参加をお待ちしております。

細胞検査士資格認定試験1次対策フォト形式模擬試験
学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ 専門教科

20点
（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

連絡先 大阪府済生会野江病院 病理診断科　小椋 聖子E-mail: seiko.ogura@noe.saiseikai.or.jp
T E L : 06-6932-0793

会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
（map:P2参照）日時 平成29年10月14日（土）　14:00～17:30

（受付開始13:30～）

参加費 会員1,000円　学生会員500円　非会員2,000円

講師 病理細胞検査部門 委員
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内容

微生物検査部門 定期講習会
学術部 微生物検査部門からのお知らせ

今回は日本大学医学部附属板橋病院　感染予防対策室の矢越先生をお迎えして、日本大学医学部附属板橋病院において
実践されている抗菌薬適正使用カンファレンスの内容と、そこに必要とされる臨床検査技師の役割「質の高い検査を実施
し信頼性の高いデータを提供する」についてお話ししていただきます。
現在、各医療機関においてはASのための活動が求められており、これから準備・実践するにはハードルが高いと考えら
れがちですが、ラウンドをしないという少しイレギュラーなやり方でも、それが可能になるという一例としてご紹介して
いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial stewardship:AS） における
臨床検査技師の役割
講師 日本大学医学部附属板橋病院 感染予防対策室 臨時職員 /日水製薬株式会社 学術顧問矢越 美智子

大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部　仁木　誠
E-mail: niki@med.osaka-cu.ac.jp連絡先

参加費 会員500円　非会員1,000円＊受付時に大臨技会員証を必ず提示してください。
会員証の忘れ及び他府県会員証では、非会員扱いに
なりますのでご注意ください。

日時 平成29年10月26日（木）　18:30～20:00

会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室

専門教科
20点

（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

NST専門療法士認定試験対策
講師: 多根総合病院 栄養科　山本 啓太

褥瘡における亜鉛の有効性について（仮称）
講師: シノテスト近畿営業部 大阪第一支店　森下 大介

褥瘡エコーについて（基礎～実際の検査法）
講師: 市立岸和田市民病院　六尾　哲

1

2

3

 「チーム医療における、臨床検査技師のNST活動を見直しましょう。」
今回の講習会では、NST専門療法士認定試験対策、褥瘡エコー、また褥瘡治癒に関係の深い亜鉛についての

基礎を企画します。講習会を通して日頃の問題など意見交換すると共に、褥瘡エコーを基礎から学びましょう。
みなさんお誘いあわせのうえご参加ください。

情報組織部 チーム医療部門 ＮＳＴ・褥瘡部会からのお知らせ

日時 平成29年10月21日（土）　14:00～16:30

会場 多根総合病院 ４階講堂

参加費 500円（一律）

多根総合病院 中央検査部　堀  仁
E-mail: chuken@tane.or.jp連絡先

平成29年度 第1回ＮＳＴ・褥瘡部会｠講習会 （会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点

定員
50名 
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第2回 大臨技医学検査学会実行委員会からの
お知らせ

株式会社 HNC 本町オフィス　野村
TEL:06-4705-6388　FAX:06-4705-6389連絡先

第25回 SP研究会 講演会
大臨技後援行事のお知らせ

日時 平成29年10月7日（土） 14:30～16:45
（14:15～受付開始）

会場 マイドームおおさか８階（第一・第二会議室）

講師 大阪府保険医協会事務局参与　尾内 康彦

総合
司会

南大阪病院 臨床検査科 桑山 和哉
Ｐ Ｌ 病 院 中央臨床検査部 浦田 充則

参加費 1,000 円

技師以外の方も
大歓迎！

14:30～16:00
教えまっせ！ 
「なにわのトラブルバスター」が伝授する
“患者トラブル対応”の極意!!
～“最近の患者トラブルの特徴と解決する技術とは”～

16:15～16:45
～“施設での対応事例の解説と質疑応答”～

第1部

第2部

■参加ご希望の方は
E-mail: sp-info@spkenkyukai.com の事務局まで！

※詳しくは SP研究会ホームページ
または９月号ニュースを参照ください。
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去る平成29年8月19日（土）京橋駅前広場周辺にて、平成29年度 大臨技夏季献血推進活動（通算48回）を行ないました。　
今年も 昨年と同様39℃という酷暑にもかかわらず、多くの市民の皆様に献血していただくことができました。献血協力の呼
びかけに参加くださった会員・賛助会員の皆様、ほんとうに
ご協力ありがとうございました。 
次回は、平成30年2月に献血推進活動をおこなう予定です。
20歳代・30歳代の技師会会員・賛助会員の皆様、臨床検査技
師養成校の学生の皆様、ご協力よろしくお願いいたします。

平成29年度 大臨技夏季献血推進活動（通算48回）平成29年度 大臨技夏季献血推進活動（通算48回）平成29年度 大臨技夏季献血推進活動（通算48回）Report

◎ 実施報告
＜受付＞ 78名 ＜採血＞ 68名

内訳 400ml 66名
200ml 2名

大阪医療技術学園専門学校　学生参加者（敬称略・順不同）
荒川 真衣 高梨 文花 深野 未来
角川 春加 濱田 　葵 松岡 史織
川元 香澄 林 　愛実 村上 　瑛

日本医療学院専門学校　学生参加者（敬称略・順不同）
盧　 玲心 伊勢本 愛美

小西医療器株式会社　参加者（順不同）
横堀 友崇 様 香西 正裕 様
木村 貴俊 様 中尾 吉希 様

大臨技 渉外部　北川　篤（多根記念眼科病院 医療技術部）

大阪大学医学部保健
学科検査技術科学専攻
では、例年四月に新入
生を対象に一泊の合宿
研修を行っています。
昨年度は箕面温泉

に宿泊し、立食パー
ティーやレクリエー
ションを行いました。
入学したばかりでお

互いをまだよく知らな
い状態である新入生同士が、この合宿に参加することで
親睦を深めることができます。さらに、この合宿には、
上回生も参加しており、立食パーティーなどで、学生生
活やサークル活動、大学院や就職などの卒業後の進路に
ついてのリアルな声を聞くことができます。また、専攻
の先生方も参加されており、どのような研究が行われて
いるのかを知ることができます。
レクリエーションでは、上回生が企画したゲームを

行います。昨年は、ゲームの中に自己紹介を含めること
で、お互いのことを知ることができるように工夫しまし
た。また、新入生をランダムにチームごとに分けること
で、それまで話したことが無かった人とも盛り上がるこ

とができるようにしました。レクリエーションが終わる
ころには、緊張気味だったクラスの雰囲気が大きく変化
し、和気あいあいとした様子で会話する新入生達の表情
を見ることができました。
翌日には希望者を集め、箕面の滝を観光しました。当

初のプランにはなかった企画でしたが、多くの新入生が
参加してくれました。箕面温泉から40分ほどかけて滝
道を歩き、箕面の滝の名物「もみじの天ぷら」を食べた
り、記念写真を撮ったりして、親睦を深めました。
一泊二日の短い間では

ありましたが、新入生の
楽しい大学生活のスター
トになったと思います。
大学生活は楽しいことば
かりではなく、国家試験
や病院実習など大変なこ
ともありますが、そんな
時、共に支え合える仲間
がいれば、一緒に乗り越えられると思います。この合
宿は、そんな仲間をつくるきっかけとなる有意義なも
のです。

大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 医療技術科学分野 
１年　名田 理沙

臨床検査技師教育機関からの声臨床検査技師教育機関からの声Voice

「新入生合宿研修」
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■ ！重要！なお知らせ　　大臨技会員資格について
※大臨技会員になるには、下記の条件を必要としますので、必ずご確認ください。

■ 平成29年度「大臨技臨床検査技師賠償責任保険」（「大臨技のみ会員」専用）について【重要】
・平成29年度の募集（受付）は7月20日をもちまして終了いたしました。
※【重要】当会による保険の斡旋は、今年度を持ちまして終了いたします。平成30年度からは保険の斡旋は行いませんので、ご了承願います。

■ 平成29年度「年会費」納入について
日臨技・大臨技の両方に入会されている方と、大臨技のみに入会されている方とでは会費の金額や納入方法が違いますので、ご注意ください。
※【重要】 詳細は、大臨技ホームページをご覧ください。
日臨技・大臨技の両方に入会されている方は、日臨技へお問合せください。
1. 日臨技および大臨技に入会されている方
日臨技年会費10,000円と大臨技年会費5,000円を合算した15,000円が、日臨技に登録の振替口座から引落しされます。

2. 大臨技のみに入会されている方
郵便局に備付の「払込取扱票」（白地に青枠の用紙）に必要事項を記入し、大臨技年会費5,000円を早急にお振込みください。
※6月末時点で会費未納の方については、、大臨技ニュース等の発送物を中止しておりますので、ご了承ください。

3. 平成29年度より、大臨技のみ会員から日臨技にも入会される方
大臨技年会費5,000円は、日臨技年会費10,000円と合算した15,000円を日臨技に納入願います。
詳細は日臨技へお問い合わせください。

■ 平成29年度大臨技会員証について
*第2回目の発送（4月～6月末迄に年会費を納入された方）は、7月26日に発送いたしました。
*第3回目の発送（7月～9月末迄に年会費を納入された方）は、10月末頃を予定しています。
*11月以降は、「会員登録証明ハガキ」を会員証の代わりといたします。
※会員証が届くまでの間に勉強会等に参加される場合は、会費をお振込みされた時の受領証を会員証代わりにご使用ください。
日臨技にも入会されている方は、日臨技ホームページの「会員専用ページ」から領収証を発行できますので、その領収証をご使用ください。

■ 会員証の再発行について
紛失等により再発行を希望される場合は、大臨技ホームページより「大臨技会員証再発行申請書」をダウンロードし必要事項を記入のうえ、
大臨技事務所に届けると共に、再発行費500円を郵便局より納入してください。申請書と再発行費の入金確認後、発行します。再発行日程
は、会員証発行日程に準じます。11月以降は、「会員登録証明ハガキ」を会員証の代わりといたします。

■ 臨床検査技師免許申請中の新入会員の方へ
臨床検査技師免許の取得後、速やかに大臨技ホームページより「臨床検査技師免許証番号 届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、
当会事務所まで提出してください。届出後、正会員として正式登録いたします。
※【重要】 届出が無い場合は、翌年3月末日で除籍扱いとなります。

■ 施設・技師会・住所等の変更について
所属施設や所属技師会の変更、転居による住所の変更などが生じた場合、速やかに大臨技ホームページより「会員異動届」「施設登録用紙」を
ダウンロードし、必要事項を記入のうえ、速やかに当会事務所まで提出してください。日臨技にも入会されている方は、日臨技ホームページの
「会員専用ページ」にて、ご自身で変更していただけます。送付先が不明な場合、大臨技ニュース等の送付物が届かなくなります。

■ 大臨技退会申請について
大臨技ホームページより「退会届」をダウンロードし、必要事項を記入の上、大臨技事務所まで提出してください。
※【重要】日臨技・大臨技の両方を退会される方は、日臨技と大臨技の両会に退会の申請を行ってください。日臨技だけに退会申請しても、
大臨技も同時退会した事にはなりませんのでご注意ください。

質問・ご不明な点がございましたら、当会事務所までご連絡ください。

当会は日臨技と大臨技の両会への入会を推奨します！
会員の皆様に対し、大臨技は身近な教育により、日臨技は学会や認定技師制度などを通じ、

それぞれの立場から人材育成や職域拡大の役割を担います。

大臨技事務局からのお知らせ

平成29年度　第6回（8月10日）開催分
1. 講師お礼状に関して、学会については全て発行するが、それ以外の事業については基本発行しないこととし、
発行が必要な場合は、各部長が申請する。

2.「平成29年度地域ニューリーダー育成研修会」は久保田 芽里理事を推薦することとなった。
3. 日臨技全国学会の開催地、会員でない共同演者（連名者）の扱いについて当会としての意見を纏めた。

第3章　会員
（会員の資格）
第3条 この会の正会員は、原則として大阪府内の施設に勤務するか、もしくは大阪府を現住所とする。
2 この会以外の都道府県臨床（衛生）検査技師会に所属する者が、この会へ重複して入会を希望した場合、この会の
正会員となることができる。

（「公益社団法人 大阪府臨床検査技師会　組織運営規程」より抜粋）
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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:webmaster@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29年11月号の原稿〆切は9月30日（土）、12月号は11月1日（水）です。

開催行事予告編　詳細は次号に掲載いたします。

事業名 /日時・会場 内容 評価点 参加費

渉外部
「検査と健康展」
MBSラジオ秋まつり2017
大臨技ブース 各種簡易検査と展示 基礎-20 無料
平成29年11月3日（金・祝）
10:00～16:30
長居公園自由広場

輸血症例検討会Ⅰ
平成29年11月18日（土） ※症例検討会Ⅱは12月2日（土）に行ないます。

両方の検討会にぜひご参加ください。
専門-20 会員500円14:30～17:30 非会員1,000円

大阪医科大学 看護学部講堂

平成29年度 第2回認知症対応力
向上講習会B
平成30年1月13日（土）13:00～ 臨床検査技師のための認知症対応力講習会

【事前申込み制】
専門-30 未定1月14日（日）16:00

大阪府済生会中津病院　
南棟 2階講堂


