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参加費 無料（どなたでもご参加いただけます。） 市立豊中病院 臨床検査部　清水 隆之
E-mail: akane@mub.biglobe.ne.jp連絡先

渉外部からのお知らせ

看護フェスタおおさか2019
～ 看護のこころにふれる1日 ～
看護フェスタおおさか2019看護フェスタおおさか2019
～ 看護のこころにふれる1日 ～

Information

1990年に5月12日（ナイチンゲールの誕生日）を
「看護の日」と制定。
12日を含む週の日曜日から土曜日までが「看護週
間」です。看護の心を広く伝えるために、看護協会と
市民、行政、大臨技など保健医療福祉関係団体が協
力してつくりあげる「看護の祭典」に ぜひご参加くだ
さい。

日時 2019年 5月11日（土）　11:30～16:30
（大臨技ブース　13:00～16:30（予定））
※開催当日、主催者および会場等の状況により、大臨技ブース
の開始時間・終了時間が早くなる可能性があります。
ご了承ください。

※開催当日までに、主催者および会場等の状況に
より、大臨技ブースの内容が変更となる可能性が
あります。ご了承ください。

会場 ナーシングアート大阪
・JR大阪環状線「大阪城公園」駅から徒歩約5分）
・地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅
①番出口から徒歩10分

主催 「看護の日～ハートフル大阪21～実行委員会」

大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市
（公社）大阪府看護協会、（一社）大阪府医師会
（一社）大阪府病院協会、（一社）大阪府私立病院協会
（一社）大阪精神科病院協会、（一社）日本精神科看護協会大阪府支部
（公社）大阪府臨床検査技師会
（一社）大阪府訪問看護ステーション協会

（順不同）

大臨技
ブース

頚部エコー
簡易ヘモグロビン測定（予定）

ナーシングアート大阪に来場・参加の
会員の方のみ行事参加登録いたします。
日臨技会員の方は ナーシングアート大阪
大臨技ブース活動時間内に 大臨技スタッフ
（緑色ビブス着用）までお願いいたします。

（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

標記総会の議案は定足数の出席（委任状を含む）を必要としますので、欠席される会員の方は、5月23日ごろ
（予定）に「総会議案書」とともに送付します「委任状」１枚につき１名の氏名・会員番号・所属施設名（自宅会員
の場合は自宅住所）を記入し、施設会員の方は、施設連絡責任者を通じて、自宅会員の方は、直接、当会事務所へ
同封の総会出席委任状在中の封筒で、6月10日（月）まで（必着）に、ご返送くださいますようお願い申しあ
げます。

総会次第および議案についての詳細は、5月23日ごろ（予定）に送付します「総会議案書」をご参照くださいま
すようお願いいたします。
※事業報告については、議案書送付のため大臨技ニュースには掲載いたしません。

総会
開催日程

日時 : 2019年6月20日（木）　19:00～20:00

会場 : 公益社団法人 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 大阪府医師協同組合東館4階

公益社団法人大阪府臨床検査技師会
「2019年度定時総会」の開催について
委任状取扱のお願い
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2019年度「新人の集い」 （新入会員向け研修会）
組織部 からのお知らせ

大臨技の魅力をお伝えするため、技師会紹介、学術部紹
介に加え、「臨床検査あるあるカルタ大会」や「インシデン
ト再現ビデオ」を見て問題点や改善点を語り合うグループ
ディスカッションを企画しています。大臨技新入会員だけ
でなく、入会を考えておられる方々も大歓迎です。他施設
のお仲間と横のつながりを持てるチャンスでもあります。
ぜひ、この機会に「新人の集い」へご参加ください。
また、研修会終了後に情報交換会を予定しています。

他施設の仲間と学ぶ!! つながる!!

（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

日時 2019年6月22日（土）14：00～16：00
（受付13：30～）

1. 技師会紹介（日臨技+大臨技）
2. 学術部紹介
3. 臨床検査あるあるカルタ大会
4. インシデント再現ビデオを見て
グループディスカッション

内容

参加費 研修会／無料（入会を考えておられる非会員も無料）情報交換会／2,000円

会場 公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 事務所

対象 新入会員（1年以内に入会した方）及び
入会を検討している技師（新入賛助会員もOKです）

連絡先アドレスに、下記①～⑧を明記してメールにて
お申込みください。その際、件名は「新人の集い参加
申込み」としてください
① 氏名　② 勤務先　③ 所属部署（まだ決まってい
ない場合は「未定」とご記入ください）
④ 主な担当業務（まだ決まっていない場合は「未定」
とご記入ください）　⑤ 電話番号　⑥ メールアドレス
⑦ 大臨技会員番号（未入会、申請中の方は必要あり
ません。「未入会」もしくは「申請中」とご記入く
ださい）
⑧ 情報交換会　参加する／参加しない

30名（先着順とさせていただきます）

2019年5月1日（水）～31日（金）

関西医療大学 保健医療学部　上田 一仁
liverpool.unitedkingdom@gmail.com

1.「検査時の変動要因（装置の特徴・メンテナンス、免疫・化学検査の試薬の
原理・管理など）」
【認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師更新指定講習会 B5単位】
講師 : 近畿大学病院　米本 圭佑

2. データの読み方ミニレクチャー（腎臓編）
講師 : 松下記念病院　林　智弘

初級編講座の2回目は、前半で装置や試薬の原理からメンテナンスのポイントに至るまで、日常の業務で初心者の方に
知っておいてもらいたい点を中心にお話しいただきます。
後半は腎臓の病態で遭遇する免疫・生化学検査のデータについてわかりやすくお話しいただきます。ローテーションで奮

闘中の皆さま、もう一度機器・試薬の特徴をおさらいしたい皆さま、多くのご参加をお待ちしています。

学術部 免疫化学検査部門からのお知らせ

会場 大阪市立住まい情報センター 3階ホール
※日時・会場は従来と異なりますのでご注意ください。

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。

日臨技申請事業 免疫化学検査部門 定期講習会

日時 2019年5月9日（木） 　18:45～20:15
（受付18:15～）

淀川キリスト教病院 臨床検査課　井尻 健太郎 
E-mail: menekikagaku-osaka@yahoo.co.jp連絡先

「免疫化学検査の初級編講座②」

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

6月5日（水）「免疫化学検査データに関わる管理業務（文書管理や内部精度管理など）+データの読み方ミニレクチャー（心臓編）」18：45～ 大阪市立住まい情報センター 3階ホール（地下鉄 天神橋筋六丁目 駅すぐ）

次月は
免疫化学検査の初級編
講座のラストです。
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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一般検査部門 基礎講習会

学術部 一般検査部門からのお知らせ

株式会社エスアールエル 関西・中四国検査部
大阪エリア検査課 堺咲花病院　吉永 治代
E-mail: osaka_ippan@yahoo.co.jp

連絡先

日時 日時

会場 会場

参加費

2019年5月15日（水）　18:30～20:30 2019年5月29日（水）　18:30～20:30

尿試験紙検査法 尿沈渣検査法① 「非上皮細胞類（血球類など）」

クレオ大阪中央　セミナーホール クレオ大阪中央　セミナーホール

内容 内容 「非上皮細胞類（血球類など）」
～初心者のための血球類の要点～
講師: 大阪大学医学部附属病院 医療技術部 検査部門　

小林　渉

「尿試験紙検査法」～尿試験紙が教えてくれること～
講師: 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院　野崎 聖恵

会員（賛助・申請中を含む）500円
非会員1,000円

第1回 第2回

一般検査の基礎講習会シリーズは全６回の講習で、一般検査の基礎的な内容を中心に講習会を行っています。
第１回は「尿試験紙検査法」についてです。尿試験紙は簡便に短時間で多くの情報を得ることのできる検査です。
そんな尿試験紙検査法について１から学んでいきます。
第２回は「非上皮細胞類（血球類など）」についてです。尿沈渣検査の中でも、特に今回は血球類にフォーカスを
当てて、沈渣で分類する際のポイントを中心にお話します。　　 
今月は基礎講習会シリーズの第１回、第２回目です。一般検査について基礎から学べるこの機会に皆さまのご参加
をお待ちしています。

予定

第３回 2019年6月12日（水）「上皮細胞類」 
第４回 2019年6月26日（水）「円柱類」・「塩類・結晶類」
第５回 2019年7月10日（水）「異型細胞類」
第６回 2019年7月24日（水）「髄液検査法」

3回目以降は下記の通り開催いたします。 
詳細については開催月の大臨技ニュースをご覧ください。
※各回とも18:30よりクレオ大阪中央にて開催予定です。
※日程や会場について変更のある場合があります。

慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、喫煙を主因とした肺の炎症性疾患でありわが国では約5０0万人を超える患者が存在する
と言われ、日本人男性の死亡原因の第8位にランクインしている恐ろしい疾患です。しかし、早期に診断を受けて治療を開始
すれば、呼吸機能の低下を食い止めることができます。早期発見には、我々、検査技師が行っている呼吸機能検査が大変重要
となります。
今回の定期講習会では、『知っておきたいスパイロの測定ポイント』と題しまして、呼吸機能検査の測定のポイントやピッ

トホールをわかりやすく解説していただきます。ふるってご参加ください。

生理検査部門 定期講習会
学術部 生理検査部門からのお知らせ

※座席には充分余裕がありますが、配布資料の数に限りがあります。ご了承ください。

呼吸機能検査　～知っておきたいスパイロの測定ポイント～
講師 滋賀医科大学医学部附属病院 検査部　藤澤 義久

西宮渡辺心臓脳・血管センター　川崎 俊博
E-mail: kawasaki4552@gmail.com連絡先

日時 2019年5月16日（木）　18:30～20:00
（受付18:00～）

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

定員
100名 

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
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生理検査部門 心エコー図読影講座
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 生理検査部門からのお知らせ

募集
期間

申込
要領

記載
事項

注意
事項

2019年5月７日（火）0時～5月17日（金）24時 まで

お申込みは、メールでのみ受付します。
必要事項を記載の上、件名は「心読申込み」とし、
本文に下記内容を記入し送信してください。

①氏名（フリガナもお願いします）　②年齢　③所属施設名（部署名・施設住所・施設電話番号・内線）　
④連絡先E-mail アドレス　⑤携帯メールアドレス（緊急連絡時にご連絡させていただきます）
⑥心エコー経験（経験年数と月間件数）　⑦施設内優先順位　⑧所属技師会名（都道府県名、非会員の場合は非会員と
してください）⑨会員番号（申請中の方は「申請中」と記入）⑩希望コース（第２希望まで記載していただいても構
いません）。
同一施設から複数名参加希望される場合は施設内での優先順位をあらかじめ相談しておいてください。

必ずメールは1通1名でお願いします（同じメールアドレスを使うのは可です）。
携帯メールは返信ができない場合が多いためできるだけご遠慮ください。またフリーメールから返信しますのでフリー
メール拒否設定等を行っている方は解除してください（迷惑メールフォルダー等に受付メールが入っており、受付手
続きができない場合はキャンセル扱いとさせていただきます）。なお電話、郵便等での受付は行いません。

5月31日（金）午後5時 の時点で返信が無い場合は問い合せ先まで
E-mail にてお問い合わせください。

例年、受付完了メールに返信のない方がたくさんいます。手続きに関するメール・キャンセル待ちメール等、
大臨技からメールをしていますので、お申込み後はメールチェックをお忘れなくお願いいたします。

申込みアドレス
seiribukai@gmail.com

心エコー図読影講座、今年度も開催致します !!!　例年通り、初心者向け（スタートアップコース）、初級者向け（ベー
シックコース）、初級～中級者向け（スキルアップコース）の３つのコースを設け、多くの方に参加して頂けるよう
な形式をとっています。
心エコー図検査を始めるにあたって何から勉強しようと思われている方、また、心エコー図検査を始めて色々な疑
問（計測のこと・検査の進め方・病態のこと・などなど…）が湧いてきている方、ぜひともご参加ください。

開催
日時

第1回 2019年 6月４日（火）18:30 ～ 20:00
第 2回 2019年 7月２日（火）18:30 ～ 20:00
第 3回 2019年 8月６日（火）18:30 ～ 20:00
第 4回 2019年 9月３日（火）18:30 ～ 20:00
第 5回 2019年10月１日（火）18:30 ～ 20:00
第 6回 2019年11月５日（火）18:30 ～ 20:00
第 7回 2019年12月３日（火）18:30 ～ 20:00

スタートアップコース（25名）
これから心エコーを始めたい方、始める方を対象にした
コースです。今まで心エコーに全く関わった事がない方
でも結構です。
装置の設定や解剖から始め、ルーチン検査の進め方まで
を学習します。
ベーシックコース（60名）
心エコーを始めて１年未満の方が対象であり、まだ検査
後にチェックを受けている方や、1人で検査を始め出し
た方に適したコースです。基本断面の描出と計測、陥り
やすいピットフォール、さらに日常検査でよく遭遇する
症例に対しての検査の進め方などを学習します。
スキルアップコース（45名）
心エコーの報告書をひとりで作成している方が対象です。
更なる読影スキルの向上、妥当性の判断、主治医を納得
させる報告書作成を目指して学習します。

※ コース内容に記載されている経験は目安です。
内容を考慮してコースをお決めください。
スタートアップコース、スキルアップコースからベーシッ
クコースへコース変更する事は可能ですが、ベーシック
コースからコース変更する事は会場の都合上できませんの
でご了承ください。

募集人数ならびにコース説明
1

2

3

西宮渡辺心臓脳・血管センター 臨床検査科　川崎 俊博
E-mail: kawasaki4552@gmail.com
（こちらはお申込みアドレスではありません）

連絡先

参加費（全７回分） 会員7,000円　非会員8,000円

評価点 専門教科-20点×7回

会場 大阪医療技術学園専門学校

内容
スタートアップコース 初心者向け
ベーシックコース 初級者向け
スキルアップコース 初級～中級者向け

心エコー
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玉泉院
天
神
橋
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阪
急
千
里
線

長柄中

大阪行岡医療専門学校 長柄校
天神橋8

②番出口

北霊園

地下鉄谷町線

パチンコ

ローソン

加納病院

天神橋筋六丁目

サ
ボ
イ

味
道
館

北斎場

2

天然温泉 なにわの湯

セブンイレブン

GEO
菅栄町西

連絡先 堺市立総合医療センター　佐々木 伸也 E-mail: shinya32@msn.com
T E L : 072-272-1199

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第3回 細胞診定期講習会

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

５月のテーマは呼吸器細胞診です。呼吸器系の解剖と組織構造の基礎から縦隔を含む呼吸器細胞診で観察される良悪性さ
まざまな細胞像について講義していただきます。
豊富な症例の美しい画像が満載の講義は必見必聴です。細胞検査士を目指しておられる方から細胞診業務に携わっている

方まで、多数のご参加をお待ちしております。

連絡先 堺市立総合医療センター　佐々木 伸也 E-mail: shinya32@msn.com
T E L : 072-272-1199

会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室

日時 2019年5月20日（月）18:45～20:15
（受付18:15～）

参加費 会員500円　非会員1,000円※大臨技会員証を必ず提示してください。
　会員証の忘れと他府県会員証では非会員扱いとなります。

呼吸器細胞診
講師 国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター寺本 友昭

Aコース10名
Bコース16名

病理技術ジュニア講習会
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

注意

申込
方法

内容

今年も病理検査初心者の方を対象としたＡコースと二級臨床検査士（病理）試験を受験される方を対象としたＢコー
スを設け、実技講習会を行います。包埋センターやユング型滑走式ミクロトームを使用し、用手法でのＨＥ染色の実習
を行います。病理検査業務に携わって日の浅い方、二級試験の受験を考えておられる方はふるってご参加ください。

下記アドレスに PCメール（携帯メールは不可）に
て下記の 5項目を明記し、お申込みください。
後日、申込み受理メールを発信元に返信します。
件名「病理技術ジュニア講習会参加希望」
①氏名（ふりがな）　②勤務先・所属部署
③勤務先の郵便番号・住所・電話番号
④会員番号（非会員の方は非会員と明記ください。）
⑤希望のコース

送信先アドレス: shinya32@msn.com

Aコース 病理検査初心者　対象
病理検査業務に必要な基礎知識の講義と
包埋・薄切・HE染色の実習を行います。

Bコース 二級臨床検査士試験受験者　対象
本試験（筆記試験を除く）に準じた内容の
実技実習（包埋、薄切、HE染色、封入）と
判別実習（臓器名、染色法、標本の可否な
ど）を模擬試験形式で行います。

日時 2019年6月23日（日）　10:00～16:30

会場

講師

募集
人数

参加費

大阪行岡医療専門学校 長柄校

病理細胞検査部門委員

（両コースとも事前申込み制となります）

会員3,000円　非会員5,000円　
＊参加費には掛け捨て保険料を含んでいます。
＊大臨技以外の他府県会員は非会員扱いになります。

＊今回より大臨技会員を優先する先行申込み受付
期間を設けています。

＊受付は先着順と致しますので、必ずメールにて
お申込みください。定員に達しましたら、締切
とさせていただきます。

＊申込み後、5日間返信がない場合は
ＴＥＬ：072-272-1199 堺市立総合医療センター
臨床検査科　佐々木伸也まで
お問い合わせください。

＊受講が決まった方には追って詳細な案内をお送り
いたします。

＊自宅会員の方は自宅住所、電話番号をご記載くだ
さい。

＊参加は臨床検査技師のみとさせていただきます。

大臨技会員先行申込み受付期間
5月13日(月)午前9時から5月19日（日）まで

会員・非会員申込み受付期間
5月20日(月)午前9時から5月31日（金）まで

受付
期間
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なんば

南海本線

上瓦屋
泉佐野北

関西空港
泉佐野

天王寺

堺

さと

堺市

熊取

▼和歌山和歌山市▼

南海くまとり
ニュータウン

大阪外環状線

佛心殿看板

関西医療大学

26

26

170

阪神高速
4号湾岸線 JR阪和線

南海熊取南

日時 2019年5月23日（木）　18:30～20:00

日時 2019年6月15日（土）10：00～16：30（受付9：30～）
6月16日（日）10：30～16：30

グラム染色所見から導く感染症の診断
～Diagnostic Stewardshipにどう食い込むか？～

微生物検査部門 定期講習会

微生物検査部門 基礎講座実技講習会

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

専門教科
40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 微生物検査部門からのお知らせ

グラム染色は検体中の微生物の有無のみでなく、検体中に存在する微生物の鑑別や検体の品質管理を同時に行うことが
できる、感染症初期診療に必要な微生物検査の一つです。グラム染色により初期抗菌薬の選択や治療方針の決定が可能と
なり、また、菌の形態学的特徴を把握することで菌種推定も可能となりそれにより第一選択薬の選択を十分に検討するこ
とができます。近年、Diagnostic Stewardship が話題となっていますが、迅速性に優れたグラム染色を感染症診療に活
かすことがAMR対策にも有効となります。
今回、神戸市立医療センター中央市民病院の山本 剛先生をお招きし、グラム染色の感染症診断への活かし方について
ご講演していただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

細菌検査の分野においてはまだまだ手作業の部分が多く、誤った器具の操作方法は自分だけでなく、共に働くスタッフにも
感染の危険性を高めてしまいます。また、自動分析装置や簡便なキットが増えたと言っても、その検査結果を正しいものとし
て報告するには、我々臨床検査技師が判断しなければなりません。 
基礎講座実技講習会は、細菌検査の 3本柱である塗抹・培養同定・薬剤感受性検査に必要な基礎技術の習得を目的として、
基本操作を中心に日常の検査業務の流れに沿った形で進めていきます。

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　山本　剛

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

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

〒590-0482 大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1
関西医療大学 保健医療学部 臨床検査学科  大瀧 博文
E-mail: ohtaki@kansai.ac.jp
T E L : 072-453-8251

参加費 会員500円　非会員1,000円

参加費 会員（日臨技・大臨技の方）10,000円非会員15,000円

会場 大阪医療技術学園専門学校 ２階大教室

会場 関西医療大学（大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1）

＊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。

＊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。
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募集
期間

申込
要領

申込先

アクセス

募集
人数

2019年5月1日（水）～31（金） 
※募集人員に到達次第、募集終了とさせていただきます。

24名

下記、申込み先にメール ( 携帯からは不可 ) または官
製はがきにて下記内容を記載のうえお申込みください。
* 受付後、確認メールを送信いたします。なお、お申
込み後、5日以内に返信がない場合には、電話にてお
問合わせください。 
1) 施設名　2) 部署　3) 施設の住所、郵便番号、電話
番号、FAX 番号　4) 氏名　5) 日臨技会員の方は日臨
技会員番号　6) 微生物検査経験年数

JR阪和線　熊取駅下車　バス15分
＊詳細はＨＰでご確認下さい。「関西医療大学　交通アクセス」
http://www.kansai.ac.jp/info/access/
土・日曜日のバスは本数が限られておりますので、参加者には
別途メールにてご案内いたします。
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募集
人数 54名

輸血検査部門 輸血基礎実技講習会

2019年度 大臨技「統計セミナー」のご案内

学術部  輸血検査部門からのお知らせ

精度管理部からのお知らせ

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

◆ 申込み方法
電子メールでのみ受付します。
「件名」を「輸血学基礎実技申込み」とし、以下の記入事項を
送信してください。

◆ 記入事項
①氏名（ふりがな）②会員番号　③所属施設名
④所属施設電話番号 /内線　⑤施設内優先順位 
⑥輸血検査経験年数と担当の程度（専任・兼任・日当直のみ）
申込み多数の場合は、大臨技会員優先で1施設1名に限らせて
いただきます。
1施設内で複数人数申込む場合は、必ず施設内優先順位を決め
てください。

◆ 申込み受付期間: 2019年5月27日(月)～6月2日(日)

大阪府済生会中津病院 検査技術部
深田 恵利奈
yuketsu_osaka@yahoo.co.jp

連絡先
&

申込先

これまで実施してきた輸血検査の技術の再確認及び新人職員の方やローテーション等で輸血検査を担当することになった方を
対象とした基礎的な内容の実技講習を行います。試験管法による用手法に加えてカラム法も実習していただきます。参加希望
の方は以下の要領でお申込みください。

①ABO血液型 Rh 血液型  ②抗体スクリーニング・同定  ③交差適合試験内容

※ 先着順受付け、定員になり次第締め切ります。 ※ 受付け期間以外の申込は無効とさせていただきます。
※ 携帯メールは返信できない場合が多いため、ご遠慮ください。
※ フリーメールの受信拒否設定をされている方は必ず解除しておいてください。
※ 6月8日(土)までに参加可否の返信メールが来ない場合は必ず連絡先にお問い合わせください。

日時 2019年6月16日（日）　9:00～17:00
（受付8:30～）　　

参加費 会員5,000円　非会員10,000円

共催 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

会場 大阪市立大学医学部5階　生化学実習室
（大阪市 阿倍野区 旭町1-4-3）

応募される方は、①氏名(フリガナ)　②日臨技あるいは大臨技会員番号　③所属施設名　④Eメールアドレスを明記のうえ、
下記までメールでお申込みください。
応募先: 天理医療大学　山西 八郎　yamaha@tenriyorozu-u.ac.jp

参加対象

募集期間

募集人数

大臨技会員

2019年5月1日（水）～10日（金）

20名程度
希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。

医療法等の改正にともない、臨床検査における精度管理の方法、基準、知識がますます重要視されています。そこで今年
度も精度管理部では、精度管理を正しく実践していくうえで必要な基礎統計学のセミナーを企画しました。同時に、日本統
計学会認定、総務省後援の「統計検定2級」の過去問を演習し、2級取得を目指します。以下にセミナーの内容、開催日等を
示します（内容、開催日は変更になる可能性があります）。

連絡先 天理医療大学 医療学部　山西 八郎E-mail: yamaha@tenriyorozu-u.ac.jp

会場 大臨技事務所

時間 16:00～18:00
（右記の月日はいずれも土曜日）

参加費 10回一括5,000円（テキスト、資料代が含まれます）

第 1回 6月 8日 基本統計量、正規分布の性質と信頼区間
第 2回 6月 15日 度数分布表、幹葉図、箱ひげ図と5数要約
第 3回 7月 6日 確率変数と分布、期待値
第 4回 7月 13日 回帰と相関
第 5回 8月 31日 2項分布、ポアソン分布
第 6回 9月 7日 ｔ検定、F検定
第 7回 9月 28日 分散分析
第 8回 10月 12日 重回帰分析
第 9回 11月 2日 カイ2乗分布、総合演習①
第10回 11月 9日 総合演習②
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健保連大阪中央病院 坂東 雅彦

　市立豊中病院　下脇 千恵子

府民公開講座「がん検診フォーラム2019」

「がん検診フォーラム2019」に参加して

府民公開講座「がん検診フォーラム2019」府民公開講座「がん検診フォーラム2019」Report

健保連大阪中央病院 坂東 雅彦

2019年3月9日、北区茶屋町にある毎日放送本社MBS
ちゃやまちプラザで行われた「府民公開講座 がん検診フォー
ラム2019」に参加してきました。今回のフォーラムは後日に
MBSラジオで放送されるとの事で、新しい企画に大変感銘を
受けました。放送日には久しぶりにラジオに耳を傾けたいと
思います。土曜日のこの日はやや肌寒い天候でしたが、会場
には多くの参加者があり、府民の方々のがん検診に対する関
心の高さがうかがえました。
フォーラムは井戸田大臨技副会長の挨拶で開会され、臨
床検査技師の仕事内容の教育講演、乳がんの診断や治療に
ついての玉木先生の特別講演、そして特別ゲストの豊島ア
ナウンサーの講演が行われました。よくテレビで見かける伊
東正治アナウンサーの切れの良い司会進行がそれぞれの
講演を引き締めていたように感じました。教育講演の矢野教
授はがん検診への関わりについて、臨床検査技師の仕事内
容を一般の方に非常に分かり易く説明し、加えて重要な仕事
でありまた身近な業種でもある事を話されていたのが特に
印象的でした。今後は臨床検査技師も患者さんへの検査結
果説明や相談を受ける事が仕事のひとつになっていくと思
います。その時にいかに身近な問題として親身になってあげ
られるかが重要だと感じました。また機会があればがん検診
フォーラムに参加したいと思います。

　市立豊中病院　下脇 千恵子

本フォーラムに参加し、まず臨床検査技師の先生から臨床
検査技師が「がん検査」にどう関わっているのか、非常にわか
りやすく説明を聞くことができました。普段は検体検査に携
わっていますので、府民の方と一緒に超音波検査や細胞診・
病理検査について詳しく知ることができました。医師の先生
からは、免疫チェックポイント阻害薬や遺伝子検査について講
演して頂き、治療について詳しくお話を聞けました。また、豊
島さんのお話を聞くことで、患者さんがどのようなことを感じ
でいるのか知ることができました。今後は、患者に寄り添った
医療人になれるよう今回の「がん検診フォーラム」で聴講した
ことを、活かしたいと思います。

2019年3月9日（土）、府民公開講座　「がん検診フォーラム2019」を毎日放送本社MBSちゃや
まちプラザで開催しました。今回のフォーラムは会場に来られた方 （々92名：会員54名、府民38名）
だけでなく、より多くの方々に聞いてもらおうと、講演内容を編集して“ラジオで放送する”という新
しい企画で計画しました。
テーマは「知ろう！学ぼう！考えよう！乳がんのこと　あなたのために、あなたの大切な人のために」

として、司会はお馴染みの元毎日放送アナウンサー伊東正治さんにお願いし、進行いただきました。
教育講演として矢野恵子先生（関西医療大学教授・臨床検査技師）『がん検診における臨床検査技師の関わり』、玉木康博先生

（大阪国際がんセンター副院長）に『乳がんの診断と治療-がんゲノム医療時代を迎えて-』と題して、解りやすく噛み砕いてお話
いただきました。特別講演としてフリーアナウンサーの豊島美雪さんをお招きして『私の乳がんとの付き合い方』
と題して、ご自身の体験談を明るくお話しいただきました。講演後は、臨床心理士の岩崎久志先生（流通科学大
学教授）を交えてパネルディスカッションの場を設け、「なぜ検診率が低いのか？」「どうすれば検診率が上がるの
か？」など活発なディスカッションが展開されました。
今回のフォーラムは3月24日（日）20時から、MBSラジオ「サンデーカルチャーナイト－知ろう！学ぼう！乳がん－」

で放送されました。（放送終了後に府民の方から「勉強になりました」と言うメッセージをいただきました。）
今後も、渉外部事業に協力をよろしくお願いします。

渉外部部長　清水 隆之（市立豊中病院）

参加者
より

参加費について
各事業における会員の定義を以下に示します。

１．日臨技事業 （近畿支部研修会も含む）:日臨技会員であること。
２．大臨技事業:大臨技会員（賛助会員含む）であること。　※他都道府県会員は非会員扱い
３．日臨技申請事業:日臨技会員または大臨技会員であること。

また、大臨技事業において以下の特例を認めます。
１）大臨技登録学生（OEMS）:事前申込み制講習会以外は参加費を免除する。
２）OEMSで大臨技に新入会した1年目の会員:1000円以下の事業は参加費を免除する。
３）大臨技入会申請中は会員扱いとする。

※会費振込み時の受領証か領収書の提示が必要（日臨技にも入会している方はWEBからの発行が可能）
上記に該当しない場合もしくは会員証忘れは非会員扱いとなりますのでご了承ください。

お知らせ
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大臨技事務局からのお知らせ
■ 2019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。
1. 日臨技および大臨技に入会されている方

　 日臨技ホームページを参照ください。または、日臨技へお問合せのうえ、ご対応ください。
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円をお振込ください。
詳細は、大臨技ホームページを参照ください。

3. 2019年度より、大臨技のみ会員から日臨技にも入会される方
日臨技へお問い合わせのうえ、ご対応ください。

4. 自宅および勤務先施設の住所が大阪府外の方（重複会員）
他府県技師会と大臨技の両方に入会する事が必要です。詳細は、当会事務所までお問い合わせください。

■ 2019年度大臨技会員証について
*第1回目の発送（3月末迄に年会費を納入された方）は、4月末頃に発送いたしました。
次回の発送については大臨技ホームページを参照ください。
※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」から領収証を発行し、その領収証をご使用ください。

■ 下記の内容については大臨技ホームページを参照ください。
・会員情報の変更について
・施設情報登録・変更等の申請について
・会員証の再発行について
・臨床検査技師免許証番号届出書（臨床検査技師免許申請中の新入会員の方）
・退会申請について
各詳細は大臨技ホームページの「入会・退会・会員情報変更」に掲載しております。

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。

平成30年度　第12回（平成31年3月14日）開催分
1. 平成31年度事業計画の大阪府提出申請版が承認された。
2. 大臨技転入者への入会費の納入方法を決議した。
3. 参与を設置するための定款変更することを決議した。
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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。

令和元年6月号の原稿〆切は5月1日（水）、7月号は6月1日（土）です。

内容

2019年度 施設連絡者会“大臨技災害対策実践編”
組織部 からのお知らせ

今年度の施設連絡者会は、大臨技の災害対策を充実させるため“大臨技災害対策実践編”として“地区 LINE グループ連絡網”
構築を行います。各施設の施設連絡者はもちろん、会員皆様の参加をお待ちしています。

（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

参加費 無料（賛助会員を含む大臨技会員のみ）

会場 大阪市立住まい情報センター ３階ホール
（map：P2参照）

日時 2019年6月1日(土)　14：00～16：50
（受付13：30～）

大阪医科大学附属病院　井口　健
TEL: 072-684-6771連絡先

14：00～14：20
1. 災害状況下での対応について～大阪医大での経験～　
講師：未定

14：20～14：40　
2. 大臨技災害対策について　"大臨技災害対策マニュアル"
講師：公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 会長　竹浦久司

14：40～15：10
3. 災害時における情報収集方法 ～地区LINEグループ連絡網　
講師：地区担当者

15：10～16：40
4. LINEグループ連絡網構築作業
（各地区・区に分かれて作業　LINEグループによる連絡網構築）

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
1.「糖尿病と動脈硬化について　～下肢動脈超音波を中心に～」

多職種公開講座 講師：大阪急性期・総合医療センター 臨床検査科　宮﨑 さや子
糖尿病療養指導部会　定例勉強会 2.「フレイル患者に対するリハビリテーション ～糖尿病との関連に

ついて～」 専門-20 500円
（一律）2019年6月18日(火)19:00～20:30

大阪医療技術学園専門学校 ２階大教室 講師：大阪急性期・総合医療センター リハビリテーション科
高尾 弘志


