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大臨技主催の「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」が3年目となり、今年度も下記の要領で開催する
ことになりました。「検査説明・相談」に取り組むことは、臨床検査技師の存在感や必要性を、直接患者さんに伝え
理解を得る絶好の機会になると共に、現在行なっているチーム医療参画の質をさらに高めるうえで、このスキルは欠
かせないものとなっています。講義内容には、接遇や臨床検査値の読み方、考え方も含まれていますので生涯教育の
一環として参加されてみてはいかがでしょうか。

会場 愛日会館 2階
（大阪市中央区本町4丁目7-11）

日時 2019年10月19日（土）　9:30～16:40
（受付9:00～）

定員 30名（事前申込み制）大臨技会員限定

内容

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8410）連絡先

組織部からのお知らせ

応募期間
2019年9月1日（日）～9月20日（金）
＊ 9月1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
①～⑤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。
① E-mail の件名に『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連絡先 E-mail アドレス（携帯メールアドレスは不可）

講習会申込み専用メールアドレス
tikuzigyou@gmail.com

＊ 1名につき1メールでお申込みください。
＊ 9月30日（月）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合
わせくだ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　
「令和元年度 検査説明・相談ができる
臨床検査技師育成講習会」

内容 9:00 受付
9:30 開講式

組織部 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 模擬演習　（ロールプレイ）
15:20 R-CPC

よしかクリニック　吉賀 正亨
16:30 閉講式
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お知らせ

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会
厚生労働省等に関する厚生労働省指定講習会受講申込みはお早めに！

大阪府での開催は2019年10月12日（土） 13（日）が最終です。
会場 大阪商工会議所 ７階国際会議ホール (大阪市中央区本町橋2-8）

お申込みは日臨技ホームページから

令和元年
12月で終了
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第4回 大臨技医学検査学会事務局
E-mail: 4thcomt@oamt.jp問合わせ先

一般演題募集期間 2019年9月1日（日）～11月5日（木）
なお、今年度は募集期間延長の予定はありません。

4thcomt@oamt.jp

◆ 一般演題の申込み資格 
① 発表者・共同演者は原則として、大臨技会員かつ日臨技会員に限ります。
なお、大臨技登録学生の申し込みも受け付けます。

② 共同演者は、発表者を含めて7名以内です。
③ 共同演者の抄録掲載料は、会員・非会員問わず無料です。

◆ 一般演題申込み方法
以下、日臨技HPより演題登録を行ってください。
演題申込み先: 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会ホームページ

URL:http://www.jamt.or.jp/

第4回 大臨技医学検査学会
一般演題募集のお知らせ

今年度は生物試料分析科学会学術集会と同時開催となります。
以下の要項で募集します。たくさんのご応募をお待ちしております。
不明な点は、事務局までお問い合わせください。

大臨技医学検査学会一般演題！！求
ム
！

会期 2020年2月
1日（土）～

2月2日（日
）

会場 千里ライフ
サイエンス

センター2020年2月
1日（土）～

2月2日（日
）

千里ライフ
サイエンス

センター

連絡先 市立吹田市民病院 臨床検査部 吉川 慎一
E-mail: suitakensahematology@gmail.com

会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
※講師、会場の都合上、日程変更する場合があります。
　当日は大臨技HPで 変更の有無を必ず御確認ください。

日時 2019年9月5日（木）　18:30～20:00 参加費 会員（オブザーバー）600円　　非会員（他府県会員の方も含む）／1,000円（1回につき）
 ※会費はお釣りがいらいないようご準備ください。

血液形態セミナー・シニア
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

症例検討会
講師

講師

日本生命病院 検査診断科　若原 達哉

市立ひらかた病院 中央検査科　鈴木 優之

症例提示

疾患解説

1

2



大臨技ニュース（3）

谷
町
筋

天
神
橋
筋
商
店
街

地
下
鉄
谷
町
線地下鉄堺

筋線 ■天満宮

南森町

天満橋

大阪天満宮

◀東梅田 京橋▶

◀淀屋橋 京都▶

京阪電車

JR東西線

地下鉄
③番出口

東興ホテル

堀川小

大阪医療技術
学園専門学校

JR
①番出口

谷
町
筋

天
神
橋
筋
商
店
街

地
下
鉄
谷
町
線地下鉄堺

筋線 ■天満宮

南森町

天満橋

大阪天満宮

◀東梅田 京橋▶

◀淀屋橋 京都▶
京阪電車

JR東西線

地下鉄
③番出口

東興ホテル

堀川小

大阪医療技術
学園専門学校

JR
①番出口

内容

（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

（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

組織部 チーム医療部門からのお知らせ

内容

「糖尿病と検査の関わり方」
講師: 関西電力病院 臨床検査部　坂口 健治

「糖尿病と運動療法」
講師: 関西電力病院 リハビリテーション科　松木 良介

1

2

内容内容

NST専門療法士認定試験対策、
認定臨床栄養代謝専門療法士について
講師: 市立豊中病院　下脇 千恵子

NSTと臨床検査
講師: ニットーボーメディカル株式会社 学術部　松木 友里

NST症例から考える、検査データの見方・読み方
講師: 天理医療大学医療学部 臨床検査科　畑中 徳子

1

2

3

皆さんは検査データの解釈に自信がありますか？ 2019年度のNST・褥瘡部会講演会は「学ぼう！NSTで使える検査デー
タの読み方」をテーマに 3つの講演をしていただきます。
講演 1は毎年恒例のNST専門療法士試験対策についてのお話と新たに発足される臨床栄養代謝専門療法士制度についての

お話もしていただきます。講演 2はNST と臨床検査の関わりについて基礎的な内容を、講演 3はNST の症例を提示してい
ただきながら検査データの読み方を教えていただきます。NST 回診だけでなく普段の業務にも役立つ内容となっています。
多数のご参加をお待ちしております。

療養指導には様々や指導法がありますが、「糖尿病療養指導カードシステム」や「糖尿病手帳」などを使いこなすことで、
患者さんのニーズに合わせた指導ができるだけでなく、スタッフ間の情報共有化などにも役立つため注目されています。これ
らのツールを使って実践されている関西電力病院での療養指導の現状を紹介します。
後半は、理学療法士の先生から糖尿病の運動療法を上手に続ける“コツ”について解説していただけます。糖尿病の患者さ

んも高齢者が多くなってきました。治療に長く付き合ってもらえる方法を聞けるチャンスです！ぜひご参加お待ちしています。

日時 2019年9月7日（土）　14:00～16:30
（受付13:30～） 会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室

参加費 500円（一律） 大阪医科大学三島南病院 臨床検査科　村山 恵美
E-mail: mmh013@osaka-med.ac.jp連絡先

日時 2019年9月17日（火）　19:00～20:30 会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室

参加費 500円（一律） 松下記念病院　江後 京子
E-mail: ego.kyoko@jp.panasonic.com 連絡先

2019年度 NST・褥瘡部会講演会

チーム医療部門 糖尿病療養指導部会
定例勉強会

多 職 種
公開講座

多 職 種
公開講座
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「第16回 心エコー実技研修会」
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 生理検査部門からのお知らせ

開 催 日 時 2019（令和元）年10月13日（日）　9:20～18:35　2019（令和元）年10月14日（祝）　9:00～17:20
会 場 大阪府医師協同組合本部　〒542-8580 大阪市中央区上本町西3丁目1番5号

内
容

時間 実技集中コース ベーシックコース スキルアップコース 講義集中コース
（初心者～中級者 対象） （初心者～初級者 対象） （初級者～中級者 対象） （初心者～中級者 対象）

１
日
目

9:00 ～ 9:20 受付
9:20 ～ 9:30（10分） 開会・オリエンテーション
9:30 ～ 10:00（30分） 全体講義「検査前のエチケット、心電図と身体所見から心疾患を探る」
10:00 ～ 10:15（15分） 移動・休憩
10:15 ～ 11:55（100分）

実技講習①
（4～ 5名 /1台）

講義Ｂ①「解剖学に矛盾しない基本
断面の描出術」 実技講習①

3～ 4名 /1台）

講義Ｂ①「解剖学に矛盾しない基本
断面の描出術」

講義Ｂ②「各種計測法の活用術と
ピットフォール」

講義Ｂ②「各種計測法の活用術と
ピットフォール」

11:55 ～ 12:05（10分） 移動・休憩
12:05 ～ 12:55（50分） ランチョンセミナー①「ガン患者に対する心エコー検査の心構え」
12:55 ～ 13:05（10分） 移動・休憩
13:05 ～ 14:45（100分）

実技講習②
（4～ 5名 /1台）

講義Ｂ④「これだけマスターすれば
診断できる！僧帽弁疾患」 実技講習②

（3～ 4名 /1台）

講義Ｂ④「これだけマスターすれば
診断できる！僧帽弁疾患」

講義Ｂ④「これだけマスターすれば
診断できる！大動脈弁疾患」

講義Ｂ④「これだけマスターすれば
診断できる！大動脈弁疾患」

14:45 ～ 15:00（15分） 移動・休憩
15:00 ～ 16:40（100分）

実技講習③
（4～ 5名 /1台）

実技講習①
（3～ 4名 /1台）

講義Ｓ①診断・治療に寄与する
心エコー「心不全」

講義Ｓ①診断・治療に寄与する
心エコー「心不全」

講義Ｓ②診断・治療に寄与する心エ
コー「右心機能評価」

講義Ｓ②診断・治療に寄与する
心エコー「右心機能評価」

16:40 ～ 16:55（15分） 移動・休憩
16:55 ～ 18:35（100分）

実技講習④
（4～ 5名 /1台）

実技講習②
（3～ 4名 /1台）

講義Ｓ③診断・治療に寄与する
心エコー「僧帽弁疾患」

講義Ｓ③診断・治療に寄与する
心エコー「僧帽弁疾患」

講義Ｓ④診断・治療に寄与する
心エコー「大動脈弁疾患」

講義Ｓ④診断・治療に寄与する
心エコー「大動脈弁疾患」

２
日
目

～ 9:00 集合・移動
9:00 ～ 10:40（100分）

実技講習⑤
（4～ 5名 /1台）

講義Ｂ⑤「壁運動異常から探る
心疾患」 実技講習③

（3～ 4名 /1台）

講義Ｂ⑤「壁運動異常から探る
心疾患」

講義Ｂ⑥「症例毎に使い分ける
心機能評価」

講義Ｂ⑥「症例毎に使い分ける
心機能評価」

10:40 ～ 10:55（15分） 移動・休憩
10:55 ～ 12:35（100分）

実技講習⑥
（4～ 5名 /1台）

実技講習③
（3～ 4名 /1台）

講義Ｓ⑤診断・治療に寄与する
心エコー「虚血性心疾患」

講義Ｓ⑤診断・治療に寄与する
心エコー「虚血性心疾患」

講義Ｓ⑥診断・治療に寄与する
心エコー「心筋・心膜疾患」

講義Ｓ⑥診断・治療に寄与する
心エコー「心筋・心膜疾患」

12:35 ～ 12:45（10分） 移動・休憩
12:45 ～ 13:35（50分） ランチョンセミナー② 「記憶に残る症例～ in 天理 ～」
13:35 ～ 13:45（10分） 移動・休憩
13:45 ～ 15:25（100分）

実技講習⑦
（4～ 5名 /1台）

講義Ｂ⑦「1枚の写真から組み立て
る検査の進め方」 実技講習④

（3～ 4名 /1台）

講義Ｂ⑦「1枚の写真から組み立て
る検査の進め方」

講義Ｂ⑧「依頼内容に見合ったレ
ポート作成術」

講義Ｂ⑧「依頼内容に見合ったレ
ポート作成術」

15:25 ～ 15:40（15分） 移動・休憩
15:40 ～ 17:20（100分）

実技講習⑧
（4～ 5名 /1台）

実技講習④
（3～ 4名 /1台）

講義Ｓ⑦診断・治療に寄与する
心エコー「先天性心疾患」

講義Ｓ⑦診断・治療に寄与する
心エコー「先天性心疾患」

講義Ｓ⑧診断・治療に寄与する
心エコー「様々な心臓手術の術後評価」

講義Ｓ⑧診断・治療に寄与する
心エコー「様々な心臓手術の術後評価」

17:20 閉会・解散
一部のプログラムが変更になる可能性があります。

募 集 人 員 120名
参 加 資 格 臨床検査技師、医師、研修医、放射線技師、他、医療従事者で心エコーを勉強したい方ならどなたでも参加できます
参 加 費 全コース一律　会員21,000円・非会員22,000円（昼食代２日分込み）※実技集中コースにはテキストはありません（希望者には1,000円/冊で販売致します）

＊会員とは、大阪府臨床検査技師会に所属している技師
　非会員とは、大阪府臨床検査技師会に所属していない技師および他職種の方　 （他府県技師会の方は非会員となります）

応 募 期 間 2019（令和元）年9月1日（日）～2019年9月13日（金）　　9月1日以前の申込みに関しては受付いたしません
申込み要項 以下の項目を全て記入の上、メールにて下記アドレスへお申込みください。（注意事項）  返信は原則申込みメールアドレスに送信させていたきます。

1. 希望コース　2. 氏名　3. カナ氏名　4. 年齢　5. 性別　6. 職種　7. 施設名　8. 部署名　9. 施設住所　10. 施設電話番号　11. 緊急用携帯アドレス
12. 日臨技会員 or 非会員　13. 大臨技会員番号（会員のみ） 　14. 心エコーの経験年数　15. ご自身の 1ヶ月の心エコーの検査件数（概算で結構です）

申 込 み 先 seiribukai@gmail.com　1メール1名でお願いします（同じメールアドレスを数回利用するのは可能です）
主 催 大阪府臨床検査技師会（大臨技）　学術部　生理検査部門　　問合せ先:西宮渡辺心臓脳・血管センター　川崎 俊博　（kawasaki4552@gmail.com）

毎年ご好評いただいております大阪府臨床検査技師会（通称:大臨技）生理検査部門主催心エコー実技研修会を今年も開催致します。今回も参加者のニーズに
合わせて、多くの技術を習得するためにひたすらプローブを持って実習を行う実技集中コース、初心者、初級者向けに心エコーを基本的から学ぶベーシックコー
ス、今まで習得した経験をさらに飛躍させるために、各疾患の診断・治療に寄与する心エコー術を学ぶスキルアップコース、さらに全ての講義を聴講し、知識の再確
認が行える講義集中コースの４コースを設けております。
また本研修会は、どの研修会よりも長くプローブを持っていただけることをモットーとしており、例年通り、20台程の超音波装置を準備し少人数制で実技講習を
行います。さらに今回から、ほとんどの講義でライブデモンストレーションを行います。今聞いた講義内容を巧みなテクニックとしてもご覧いただけます。
ベーシックコースでは、基本から学び1人で検査が完結させられる知識とテクニックを身につけることを目標に、スキルアップコースでは、「診断・治療へ寄与する
心エコー」と題して、診断や治療に活かせる心エコー検査の進め方や所見の書き方などを学び、多彩な心疾患において対応出来る検査士育成のための講義をご用
意致しました。
これから心エコー検査を始められる方、さらなる心エコー技術・知識の向上を目指したい方、超音波検査士の受験を考えていられる方など皆様のご参加をお待ち

しております。



大臨技ニュース（5）

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6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

今回のテーマは乳腺細胞診と甲状腺細胞診です。乳腺、甲状腺は病変部の診断を目的とした穿刺吸引細胞診が施行され
る臓器です。細胞検査士として豊富な症例をご経験されているお二人を講師にお招きし、解剖と組織構造の基礎から日常
の細胞診業務において役立つ実践的知識について講義して頂く予定です。細胞検査士を目指す方はもちろん、細胞診業務
に携わるベテランの方まで、幅広く学べる内容となっております。皆様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 臨床検査技術科　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
（map：P3参照）

日時 2019年9月9日（月）　18:30～20:30
（受付開始18:00～）
※今回は開始時間が15分早くなっています。

参加費 会員1,000円　非会員2,000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。

第6回 乳腺・甲状腺細胞診
乳腺細胞診
講師: 大阪国際がんセンター 臨床検査科　龍　あゆみ

 甲状腺細胞診
講師: 隈病院 臨床検査科　鈴木 彩菜

1

2

実践血管エコー（講義＆ライブ）
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

実践血管エコー！今年も開催します！！！この研修会は血管エコーの読影と描出テクニックを学ぶための講座です。血管領
域を一つに絞り、基礎から症例までわかりやすく講義してもらいます。また毎回実際にエコーマシーンを持ち込んでのライブ
も開催します。日常のルーチンエコーの参考にして下さい。事前申込み制ではありませんので、全領域参加いただくことも可
能ですし、興味のある領域のみの参加も可能です。皆様ふるってご参加ください。

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

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
（map：P3参照）

定員 100名（座席数）
満員の場合はお断りする場合があります。配布資料につきまして
もご用意できない場合がありますのでご了承ください。

内容 血管エコーの読影方法と描出テクニックを解説

日時
①腎動脈・大血管エコー 2019年9月6日（金）

18:30～20:00　(受付開始18:00～)

②下肢動脈エコー 2019年9月20日（金）
18:30～20:00　(受付開始18:00～)

③頸動脈エコー 2019年10月4日（金）
18:30～20:00　(受付開始18:00～)

④下肢静脈DVTエコー 2019年10月18日（金）
18:30～20:00　(受付開始18:00～)

⑤下肢静脈Varixエコー 2019年11月1日（金）
18:30～20:00　(受付開始18:00～)

血管エコー読影と描出の
ポイントについて

日時 2019年9月26日（木）　18:30～20:00

令和発！耐感トレーニング　
「第2弾 Easy 耐感トレーニング ～β-ラクタマーゼ完全マスター～」

微生物検査部門 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 微生物検査部門からのお知らせ

「抗菌薬に対する耐性機構はその種類により様々であるが、重要な耐性
機構の一つとしてβ - ラクタマーゼによるβ - ラクタム系抗菌薬の不活化

が挙げられる。β - ラクタマーゼは ESBL や AmpC、そして IMP、VIM、NDMをはじめとしたメタロ - β - ラクタマーゼ等、
現在までに 1500種以上報告されており、その分類も以前に比べはるかに複雑なものとなっている。」
今回、「令和発！耐感トレーニング」の第 2弾として前回に引き続き京都橘大学の中村 竜也先生にβ - ラクタマーゼの分類
から検出法、治療に関する最新の知見を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。

講師 京都橘大学 健康科学部　中村 竜也

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円会場 大阪医療技術学園専門学校
２階大教室　（map：P3参照）

＊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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大臨技2019・2020年度担当役員　あいさつ
会長　髙田 厚照　（関西医科大学総合医療センター）

本年6月の定期総会での役員改正で承認され、それに続く理事会で2019、2020年度の公益社団法人大阪府臨床検査技
師会（大臨技）の代表理事（会長）を拝命いたしました髙田厚照です。輝かしい歴史を誇る大臨技の会長として竹浦久司
前会長の功績を引継ぎ、会員の皆様のご支援をいただき役員・各部委員が一丸となって新たな令和の年の発展に貢献でき
ればと思っております。
ご存知の通り大臨技は公益社団法人です。そのため積極的に府民の皆様の健康に貢献しなければなりません。渉外部が

中心となって府民参加型の事業、組織部や学術部が中心となり会員のニーズを踏まえて個々がスキルアップを図ることが
でき、その結果間接的に府民の皆様の健康増進にかかわる事業を今後も積極的に展開していきます。そのために若手の登
竜門的な意味合いのある大臨技医学検査学会の開催や学術講演会の充実を図っていきます。
また大臨技は職能団体としての性格も持っています。日本臨床衛生検査技師会と歩調を合わせて時代の進歩に呑み込ま

れることなく臨床検査技師の将来を見据えて、歩むべき道標を示せればと考えています。今後とも大臨技の更なる発展に
向けて会員一人一人のご理解を賜り、大臨技活動への積極的なご支援をお願いいたします。

事務局担当
副会長　酒井 正容　（ベルライブ）

2019・2020年度の事務局担当の副会長を拝命いたしました。公益社団法人として府民への積極的な情報公開とより
スムーズな事業運営について実践していきたいと考えています。また、会員皆様にとって有益な情報の発信が行えるよ
う微力ながら頑張ってまいります。何とぞよろしくお願い申しあげます。

財務局担当
副会長　杉山 昌晃　（市立芦屋病院）

平成29年度・30年度に引続き財務局担当の副会長を拝命いたしました。公益社団法人として適切な予算の執行と財務
の維持管理に努めてまいります。各部の事業計画を詳細に精査し、大幅な収支差額がでないよう予算計画を立てると共
に各部の事業がスムーズに実施できるよう会計業務の統一に取組みたいと思います。各部門の会計業務においては、ま
だまだ煩雑な面があるかと思いますが、適正な収支管理をしていただくようお願いいたします。

事業局担当
副会長　井戸田　篤　（大阪国際がんセンター）

事業局担当副会長を拝命いたしました。髙田会長新体制のもと、府民の皆様そして会員の皆様に、より喜んでいただけ
る大臨技事業の開催に取り組んでまいります。これまで以上に最善努力いたしますので、よろしくお願いいたします。

総務・庶務部　部長　理事
梶 　勝史　（中野こども病院）

今期より総務庶務部の部長を拝命いたしました。公益社団法人として府民の皆様、会員の皆様に有意義な情報提供
を行い、臨床検査を通じて健康の維持増進に寄与できますよう努力してまいります。どうぞよろしくお願い申しあげま
す。

広報編集部　部長　理事
山田 真規子　（和歌山県立医科大学附属病院）

引き続き広報編集部を担当いたします。知りたい情報がすぐに手に入ることが当たり前になった現在、求められてい
る情報を早く、「わかりやすい」形で発信・提供するために、毎月の大臨技ニュース紙面の見直しを含めたホームペー
ジの充実に努めていきます。よろしくお願いいたします。

会計部　部長　理事
久保田 芽里　（大阪医科大学附属病院）

このたび、財務局会計部の部長を拝命いたしました。公益社団法人として適切な予算運用を目指し、各部門会計の統
一化および会計作業の明確化に努めたいと考えております。新たな会長の下で、益々充実した大臨技の組織を構築すべ
く精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。

学術部　部長　常務理事
増田 詩織　（近畿大学奈良病院）

引き続き常務理事（学術部長）を担当させていただきます。日本一の学術活動をさらに盛りたてて、臨床検査技師の
レベルアップに助力したいと考えています。好評の大臨技医学検査学会は今年度で4回目です。全国学会の開催も夢見な
がら盛り上げてまいります。会員のみなさまも検査技師会の行事にふるってご参加ください。よろしくお願いいたしま
す。

学術部　理事
安保 浩二　（大阪市立大学附属病院）

学術部の理事として３期目を務めさせていただきます。医療技術は日々、日進月歩であり、最新の知識・技術の習得
およびレベルアップが求められます。大臨技会員の皆様にとって少しでも利用しやすく、役立つ企画を立案していく所
存でございます。何とぞ、よろしくお願い申しあげます。
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学術部・精度管理部兼任　理事
山本 裕之　（大阪赤十字病院）

今回2期目の理事として就任させていただき、学術部・精度管理部を担当いたします。大臨技精度管理部会において
も、より良い試料を提供させていただき、昨年度の法改正を受けて多数の施設に参加していただけるよう努力いたした
く存じます。まだまだ理事としては未熟ではございますが、大阪府臨床検査技師会員及び大阪市・府民のため尽力させ
ていただきますので、何卒宜しくお願い申しあげます。

組織部　部長　常務理事
田畑 泰弘　（育和会記念病院）

昨年度から地区事業部と情報組織部を継承した組織部を今年度も任されることとなりました。日臨技の推進事業や
チーム医療、技師長会、新人研修会、検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会など、今年度も多数の事業を企
画、開催します。また、組織強化の一環として、地区を中心とした災害時連絡網の作成と実践訓練が目標です。

組織部　理事
井口　健　（大阪医科大学附属病院）

今期、組織部および北地区の担当理事として3期目を務めさせていただきます。昨年度は大臨技災害対策マニュアルが
整備されました。これから各地区、各区、施設間のLINE連絡網を着実に整備し、災害に対する体制を確立していきたい
と考えています。大阪府臨床検査技師会が、会員および府民の皆さんにとって意義ある会となるよう誠心誠意努力して
まいる所存です。どうぞご協力の程よろしくお願いいたします。

組織部　理事
上田 一仁　（関西医療大学）

前事業年度中に組織改変があり、旧情報組織部と旧地区事業部が合体し組織部として事業を展開しています。理事と
して3期目を迎え、その組織部を担当させていただきます。取り組む事業が増え、より責任の重さを感じながら、「大臨
技」という組織の強化に努め、最終的には大阪府民の皆様の健康維持・増進に寄与できるよう努力して参る所存です。
何とぞよろしくお願い申しあげます。

組織部・会計部兼任　理事
谷川　崇　（府中病院）
今期、二期目の理事として、組織部と会計部を担当させていただくこととなりました。組織部では会員交流会を担当

し、『楽しく学び交流が深まる』をモットーに企画してきました。今期も同様に、会員の皆様が笑顔になり楽しめる企画
を立案いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

組織部・渉外部兼任　理事
上地 裕美　（南大阪病院）

このたび理事職を拝命し組織部及び渉外部を担当させていただきます。組織部は、委員の時より事業に携わっており
これからも色々の事業を作り上げる所存でございます。これまでの経験をいかし、渉外部では府民の皆様が参加される
事業を考えていきたいと思っております。会員の皆様には何とぞよろしくお願いいたします。

渉外部　部長　理事
清水 隆之　（市立豊中病院）

今期も渉外部を担当させていただきます。府民の皆様に対して、マスコミ等を通じて健康増進・維持のために役立つ
臨床検査情報の提供、また臨床検査技師の知名度向上に努めて参ります。今後とも、渉外活動に協力をお願いします。

渉外部　理事
岡本 秀雄　（住友病院）

渉外部担当理事として3期目を務めさせていただきます。会員の皆様、府民の皆様の健康維持増進に繋がる情報をわか
りやすくお伝えし、臨床検査の重要性を通して臨床検査技師の知名度・認知度向上を図ってまいる所存です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

精度管理部　部長　常務理事
山西 八郎 　（天理医療大学）

このたび、常務理事を拝命いたしました。また、昨年度より発足しました精度管理部の部長も務めさせていただいて
います。精度管理部では大臨技データ標準化事業を中心として、また「統計セミナー」を開講することにより、知識と
根拠に基づいた精度管理の実践に軸足を置いていく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

監事
柴　芳浩　（柴会計士補事務所）

機関としての監事の立場での監査も６事業年度目に入りました。役員の中で唯一臨床検査技師でない外部の者として
の特性を十分活かし、客観的な視野をもって理事の職務執行の監査や計算書類の監査に臨みます。特に、会計面におい
ては、内部統制の整備、予算執行及び効率性監査の領域まで踏み込んで監査する所存です。引き続きよろしくお願いい
たします。

監事
荒木 年夫　（大阪血清微生物研究所）

監事担当３期目となります。当会役員の経験を生かし、公益法人として会員の皆様のご協力をいただき、法令及び定
款に従い、事業報告、理事の職務執行、会計監査の監査業務に邁進いたしますので、よろしくお願いいたします。
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「基礎からわかる遺伝子検査」
講師： 森ノ宮医療大学 保健医療学部 臨床検査学科　森　誠司

「造血器悪性腫瘍における遺伝子変異の考え方」
講師： 大阪医科大学附属病院 中央検査部　桝谷 亮太

特別講演「造血器腫瘍における遺伝子検査の意義」
講師： 兵庫県立尼崎総合医療センター 検査部　水田 駿平

酸素化パラメータ
講師： 近畿大学病院 中央検査部　米本 圭祐

酸塩基平衡パラメータ
講師： 社会医療法人愛仁会高槻病院 臨床検査科　濱田 宏輝

電解質・代謝項目パラメータ
講師： 大阪医科大学附属病院 中央検査部　麻野 秀一

1

1

2

2

3

3

本研修会では前半に遺伝子の基礎および、造血器悪性腫瘍における遺伝学的検査の考え方を学んだあと、特別講演として造
血器悪性腫瘍における遺伝学的検査の意義について、実際に臨床現場で行われている最先端の遺伝学的検査や今後の発展につ
いてご講演いただきます。
造血器悪性腫瘍の遺伝学的検査について、基礎から最先端の話まで網羅できる内容を考えておりますので、ふるってご参加

ください。

遺伝子検査部門・血液検査部門合同講習会
学術部 遺伝子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

会場 マイドーム大阪8階 第1・2会議室
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号
TEL ：06-6947-4321

ACCESS Osaka Metro 
堺筋線「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩6分
中央線「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩6分
谷町線「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩7分
谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅の4号出口から 徒歩15分
堺筋線・京阪電鉄「北浜」駅の5号出口から 徒歩10分
御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町」駅の3号出口から 徒歩15分

造血器悪性腫瘍

連絡先 大阪国際がんセンター 臨床検査科　山本 章史E-mail: yamamoto-ta@mc.pref.osaka.jp

日時 2019年9月14日（土）　14:00～17:20
（受付13:30～）

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。

血液ガスの結果判読を苦手としている方、今ひとつ解釈ができない方必見！血液ガスの勉強会では通常、関連する項目
をまとめて勉強会が実施されています。そのため各パラメータついて掘り下げて話ができない事もあったと思います。今
回、緊急検査部門の勉強会では“血液ガス解体”と称して重要パラメータに特化して各先生にお話をして頂くスタイルを
企画しました。パラメータを解体する事で、より詳しく！より解りやすく！！話をしていただけます。皆様お誘い合わせ
のうえ、たくさんの方にご参加していただけますよう心からお待ちしています。

学術部 緊急検査部門からのお知らせ

緊急検査部門 第2回 定期講演会
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

日時 2019年9月21（土）　14:00～16:00 

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※受付時に必ず大臨技会員証をご提示ください。

高槻病院 臨床検査科　濱田 宏輝
TEL&FAX: 072-681-3801
E - m a i l : hirosecond05@gmail.com　

連絡先

『解体！血液ガス分析』
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第１回 2019年 9月28日（土）14：00～17：00

第２回 2019年10月 5日（土）14：00～17：00

第３回 2019年10月12日（土）14：00～17：00

JR西日本・健康増進センター 検査室　大江 泰浩

Excelには、全ての機能を自動的に行うことができる「マクロ（VBA）」という機能があります。
定例的に行う作業など、何度も同じ操作を繰り返す面倒な作業は、マクロを使うことで自動化することができ、業務を効

率的に行う事ができます。
今年度の検体管理システム部門実技講習会では、Excel マクロ（VBA）をこれから始めたいと考えている方、もう一度基

本から勉強したいと考えている方を対象とした初心者向けの講習会となります。

「初心者向けExcelマクロ（VBA）
 ～これからマクロを始めたい方へ～」

検体管理システム部門 実技講習会
学術部 検体管理システム部門からのお知らせ

（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

連絡先 大阪医科大学附属病院 中央検査部　関　昌尚E-mail: kns068@osaka-med.ac.jp

会場 大阪医療技術学園専門学校 コンピュータ室
（map：下記参照）

問合わせ、お申込みの際は、件名のヘッダに
「＜検体管理＞」と付けてください

参加費 会員 3,000円　非会員 5,000円

内容

講師

申込み方法 メールで＜連絡先＞アドレス宛てに会員番号・氏名・所属・連絡先・住所をお知らせください。

申込み期限 2019年9月21日（土）

※ 3回で１シリーズとなります。１回のみの参加はできません。
※パソコンの台数の関係で先着30名の予約制とさせていただ
きます。

※ OSはWindows10、使用するアプリケーションは
Excel2019です。

※パソコン・Excelの基本操作がわかる方を対象とします。
※日臨技・大臨師会員のみを対象とさせていただきます。

今回から免疫化学の感染症検査について基礎講座を３回シリーズで開催します。HBV、HCV、HIV、梅毒など医療施設でよ
く測定されている感染症検査について検査の意義からピットフォールまで、皆さんの疑問を解決します！
第１回目の今回は感染症検査で最も多くの種類があるHBV検査を取りあげます。現場で困っている新人さんから指導でお困

りのベテランさんまで、幅広い多くの方の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※受付時に大臨技会員証をご提示ください。

免疫化学検査部門 定期講習会

日時 2019年9月12日（木）　18：30～20：00
（受付18：00～）

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

「今さら聞けない感染症検査
 －基礎講座①」

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

B型肝炎ウィルス検査について説明できますか？
講師 : 淀川キリスト教病院 臨床検査課　井尻 健太郎

感染症診断におけるイムノクロマトグラフィー法の基礎
と注意点
講師 : 富士レビオ株式会社 試薬マーケティング部

吉尾 仁美

1

2
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詳 細 は 大 臨 技 ホ ー ム ペ ー ジ ま た は
大阪府医師会精度管理調査ホームページ
http://www.seidokanri.osaka.med.or.jp/
をご覧ください。

令和元年度
第47回 大阪府医師会
臨床検査精度管理調査

今回参加して最も心に強く感じたことは、臨床検査技
師は多様的であり、既存の検査のみを行うだけが業務で
はないということでした。私は現在、専門学校2年生で
日々勉強していますが、国家試験に合格するための勉強
は、臨床検査技師としてのほんの一部分に過ぎないとい
うことを感じました。中でも、ゲノム医療と病理検査の
遺伝子解析が印象深いです。現在の医療は目覚ましい進
歩で、検査方法や機器など次々と新しいものが出ていま
す。その進歩に伴い、臨床ではさらに新しい検査、異な
る角度からのアプローチが可能となりました。特に遺伝
子検査においては癌や病理検体、微生物など様々なもの
をゲノムで調べる時代になったのが今日の医療です。私
の知る病理検査とは異なる新時代の病理検査であり、強
く興味を惹かれました。
また在宅医療に臨床検査技師が関わることが多くなれ

ば、さらなる活躍の場が増えると思いました。臨床検査
技師は表から見えない検査室で働いているという印象を
持たれることが多いです。しかし患者さんの前に出る検
査が増えれば、より需要は高まり、そこからさらに進歩

できる可能性があるということです。私達学生が、将来
どのように働くかで今後の臨床検査技師の将来が大きく
変わるのだと感じた講演でした。
教育セミナーに参加したことで現在の医療を知り、

問題点、解決策など様々な対応が取られているというこ
とを知ることができました。実際の現状を知ることで臨
床検査の良い意味での複雑さを学びました。将来は固定
概念に捕らわれず、広い視野を持てる臨床検査技師にな
り、社会に貢献したいと改めて感じました。この気持ち
を大切に今後も努力していこうと思います。今回は良い
機会を与えていただきありがとうございました。

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

「第14回大臨技教育セミナーに参加して」

日本医療学院専門学校 臨床検査技師学科２年
中村　葵

大阪府医師会からのお知らせ ◆ 参加申込み期間 2019年9月2日（月）～24日（火）

◆ 試 料 到 着 日 2019年10月29日（火）予定
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平成30年度 大臨技「統計セミナー」を受講された2名の方が「統計検定2級試験」に合格されました。

藍野病院 中央診療部検査科　板垣 博之 氏
尼崎中央病院　病理検査室　 野田 大孝 氏

両氏の感想文を掲載します。

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、大臨技のみ会員より日臨技にも入会される方は、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。

※ 大臨技のみに入会されている方
大臨技年会費5,000円を下記指定口座のいずれかへお振込みください。通信欄には必ず会員氏名と会員番号を記載してください。

！！ご注意！！　会費未納の方はニュース等の発送を中止いたします。 
詳細は、大臨技ホームページを参照ください。

※ 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合わせください。

■ 2019年度大臨技会員証について
*第1回目は4月26日、第2回目は7月26日に発送しました。
*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。
※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の「入会・退会・会員情報変更」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）について
・退会申請について

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。

＊ ゆうちょ銀行（金融機関コード:9900） ・ 記号番号での振込先 … 口座番号：00950-1-1021
・ 店名での振込先 … 店名：〇九九　店番:099（当座）　口座番号：0001021

＊ 三菱UFJ銀行（金融機関コード:0005） ・ 支店名：阿倍野橋西　店番：555（普通）　口座番号：1074815

振込先口座名:公益社団法人 大阪府臨床検査技師会

学生時代に統計の授業はありましたが、当然業務で
利用するイメージは持てませんでした。病院で勤務す
ることになり、精度管理や感染対策など、統計データ
を扱うことが多く、不安を感じることもありました。
この統計セミナーでは、臨床検査分野での例示も多

かったためイメージが持て、それらの不安も少し解消
できたと感じています。ありがとうございました。
今後も理解を深めていきたいと思います。

私は当初、統計学セミナー申込みの際に統計検定 2
級の受験を憂慮しましたが、統計学を学べる絶好の機
会だと思い、受講を決めました。セミナーはわかりや
すく統計学の基礎が学ぶことができ、2 級試験はセミ
ナー内容やテキスト、過去問の問題集で何とか結果を
出せました。さらに職場での統計学的処理の依頼にも
少し対応できるようになりましたが、まだまだ勉強不
足なところもあり、これからも統計学の知識を増やし
たいと思います。

板垣 博之 野田 大孝

「統計検定2級試験」合格者　発表！「統計検定2級試験」合格者　発表！Report

2019年度　第5回（令和元年7月11日）開催分
1. 2022年の日本医学検査学会総会に大臨技が立候補することが承認された。
2. 大臨技の公印使用に関して、事務所に申請書類を提出後、捺印したものを返送する手順に統一した。
3.「検体採取に関する講習会」の受講率が低いため、本年12月で終了する旨を周知し、未受講の方への受講を促す。
4. WEB行事スケジュールカレンダーの運用に関して、事業内容等入力項目を統一することを決定した。
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日本医療学院専門学校

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10月号の原稿〆切は8月31日（土）、11月号は10月1日（火）です。

この手話講演会は『患者さんにやさしい病院づくり』
を目的に開催しています。
みなさんの検査室には、聴覚障がい者の方が来られた

ことがありますか？
聴覚障がい者の方が病院に来られた時、どのようこと

に困っているのか？そして、我々がどのように手助けで
きるのか？病院内の様々な場面で必要な手話を、講師の
徳永先生に楽しく分かりやすく教えていただきます。職
種に関わらず、多数のご参加をお待ちしております。職
場の看護師さん、受付や事務の方などをお誘いのうえ、
ぜひ一度ご参加ください。なお、当日は会場校の学生も
参加する予定です。

2019年度 大臨技 手話講演会
渉外部からのお知らせ
府 民
公開講座

『医療現場に必要な手話』 講師 合同会社チームヒューマン 保健師・精神保健福祉士  徳永 京子

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

参加費 無料 （どなたでもご参加いただけます。　　　会場校学生も参加予定です。）

日時 2019年9月21日（土）　14:00～16:00

会場 日本医療学院専門学校

（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


