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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25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7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25日ごろ（予定）に送付します「総会議案書」をご参照ください。

※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。

各配信日前に、パスマーケットにて登録していただいたメール
アドレスに視聴用URLをお送りします。配信期間中はいつでも
ご視聴いただけます。

心電図判読講座心電図判読講座
『初心者～初級者向けコース』のシリーズセミナー『初心者～初級者向けコース』のシリーズセミナー

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
「2021年度定時総会」の開催について「2021年度定時総会」の開催について

お知らせ

学術部 生理検査部門からのお知らせ

2021年6月17日（木）　19:00～20:00
OMM会議室204号+205号（２階）
〒540-6591
大阪市中央区大手前１丁目７−31

第1回　5月15日（土）～5月25日（火）
第2回　5月29日（土）～6月  8日（火）
第3回　6月12日（土）～6月22日（火）
第4回　6月26日（土）～7月  6日（火）
第5回　7月10日（土）～7月20日（火）
※事前申込み期間は終了しています。
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委任状取扱いのお願い
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アクセス
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昨年は中止となりました基礎講習会全６回シリーズをZoomによるWeb形式で開催します。第１回は「尿試験紙検査法」です。
簡便に短時間で多くの情報を得ることのできる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）」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。

第3回は尿沈渣検査の「上皮細胞類」、第4回は「円柱類」「塩類・結晶類」の鑑別方法や臨床的意義についてです。検査時の基礎
から鑑別時のポイントまで幅広く講義します。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。

一般検査基礎講習会一般検査基礎講習会（Zoomを用いたWebセミナー）（Zoomを用いたWebセミナー）

学術部 一般検査部門からのお知らせ

会員（賛助・申請中を含む）500円
非会員1,000円 （各回）

（大臨技会員優先ですが、人数に余裕があれば非大
臨技会員の方も参加可能です。）

各回PassMarketのリンクまたはQRコードから参
加チケットをご購入ください。

長吉総合病院 臨床検査科　野崎 聖恵

2021年5月１2日（水）18：30～20：30
Ｗｅｂ開催（Zoomを用いたライブ配信）

森ノ宮医療大学 保健医療学部
臨床検査学科　小林　渉

2021年5月18日（火）18：30～20：30
Ｗｅｂ開催（Zoomを用いたライブ配信）

国立循環器病研究センター
臨床検査部　荒田 紗和

2021年6月9日（水）18：30～20：30
Ｗｅｂ開催（Zoomを用いたライブ配信）

1.「円柱類～基礎を学ぼう～」
ベルランド総合病院 臨床検査室　中島 大佑

2.「塩類・結晶類～鑑別法と臨床的意義を学ぼう～」
関西医科大学総合医療センター
臨床検査部　森井 恵美

各回８０名（先着順）　

長吉総合病院  野崎 聖恵
E-mail : osaka_ippan@yahoo.co.jp

※注意：研修会によってURLおよびQRコードが異なります。

2021年4月１６（金）～ 
5月3日（月）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/026xzhnftqi11.html

2021年4月１６日（金）～
5月10日（月）
passmarket.yahoo.co.jp/event/show/
detail/02iwuqb2uqi11.html

2021年5月１３（木）～ 
６月２日（水）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02896gf4bfj11.html

2021年6月21日（月）18：30～20：30
Ｗｅｂ開催（Zoomを用いたライブ配信）

2021年5月13日（木）～
6月11日（金）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02j5chszbfj11.html

事前申込制

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1回 尿試験紙検査法
内　容 ： 「尿試験紙検査法～たかが試験紙されど試験紙～」

第2回 尿沈渣検査法①「非上皮細胞類（血球類など）」
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～」

第3回 尿沈渣検査法②「上皮細胞類」
内　容 ： 「上皮細胞類～自信を持って分類するために～」

第4回 尿沈渣検査法③「円柱類」「塩類・結晶類」
内　容 ： 1.「円柱類～基礎を学ぼう～」　2.「塩類・結晶類～鑑別法と臨床的意義を学ぼう～」

第5回目以降は下記の通りです。詳しい内容は開催月の大臨技ニュースをご覧ください。
第5回 2021年7月７日（水）18：30～「異型細胞類」　　第6回 7月14日（水）18：30～「髄液検査法」予 定

参加費 定　員

連絡先

申込方法

講　師

講　師

講　師

講　師

申込期限

申込期限

申込期限

申込期限

日　時

日　時

日　時

日　時

ライブ
配 信
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新入職員のみなさん！検査業務を始める前に採血・検体前処理のことを勉強してみませんか？採血は看護師の仕事でしょ？なんて
遠い昔のお話。今は臨床検査技師にとって、採血業務は大切な仕事の一つです！また、採血後の検体の取扱いも、正しい検査データ
を出すためには重要です。そこで今回は、検査に影響を与える採血手技や採血管の取り扱い、検体の前処理等についてお話しします。
新人さんから指導する立場の方、ぜひご参加ください。

今年は細胞診定期講習会をwebで開催します。今月は呼吸器の細胞診についてご講演いただきます。基本的なことから
実践的知識まで、細胞検査士を目指しておられる方はもちろん、細胞診業務に携わっておられる方にも役立つこと間違い
なしです。Zoomによるweb講演会ですので自宅や職場から視聴可能です。皆様、ふるってご参加ください。

COVID-19のパンデミックが始まってから1年以上が経過しました。この間、PCR検査や抗原検査などの検査法の導入が多くの
施設にて進んだことと推察します。しかし、さまざまな機器や試薬があるなかで、その運用方法などは各施設手探りの状況です。
今回は、大阪府下でSARS-CoV-2の検査および感染対策に取り組んでいる3施設から講師を招き、これらの現状についてお話いた
だきます。皆様の施設での運用の参考になるかと思いますので、積極的なご参加をお待ちしております。

５５月定期講習会月定期講習会

細胞診定期講習会細胞診定期講習会

定期講習会定期講習会

2021年５月20日（木）19：00～20：00
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

会員 500円　非会員 1,000円

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

2021年5月1日（土）～2021年5月10日（月）

2021年5月27日（木）18：30～20：00
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

500円、非会員：1,000円

関西医療大学 保健医療学部　大瀧 博文
E-mail：kuhsmicrobe＠yahoo.co.jp

2021年5月1日（土）～5月21日（金）

2021年5月28日（金）19：00～20：00（受付18：30～）
Zoomを用いたライブ配信

会員 500円　非会員 1,000円

大阪市立総合医療センター病理部　横田 裕香
E-mail：y-yokota@osakacity-hp.or.jp

90名（先着順）

右記のPassMarketのリンク、
またはQRコードから
参加チケットをご購入ください。
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02r4kkwvj3k11.html

95名（先着順）

右記のPassMarketのリンク、
またはQRコードから
参加チケットをご購入ください。
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02bmkqw2n1k11.html

90名（先着順）

右記のPassMarketのリンク、
またはQRコードから
参加チケットをご購入ください。
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/020ciam6paj11.html

講　師 ： 大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部　上野 信弥

講　師 ： 大阪はびきの医療センター 臨床検査科　梶尾 健太

講　師 ： 大阪大学医学部附属病院 木村 圭吾　　　　大阪市立総合医療センター　堀田 舞花
 松下記念病院 前田 和樹

採血から測定までに気を付けること ～その前処理、大丈夫ですか？～

呼吸器細胞診

SARS-CoV-2検査における感染対策と各施設の運用状況

学術部 免疫化学検査部門からのお知らせ

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

学術部 微生物検査部門からのお知らせ

免疫化学検査部門

病理細胞検査部門

微生物検査部門

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
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
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

参加費

定　員

申込期間

参加費

連絡先

申込期間

定　員

申込方法

申込方法

日　時

定　員

申込方法

連絡先

連絡先

参加費

日　時

ライブ
配 信

ライブ
配 信

ライブ
配 信
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開催行事予告編開催行事予告編
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渉外部　小林 奏子（大阪府監察医事務所）

肌寒さの残る２月20日(土)、京橋駅前広場において、通算55
回目の献血推進活動を行いました。夏季開催時と同様、①参加者
の事前登録制、②活動開始及び終了時の非接触型体温計での
検温、③大阪府コロナ追跡システムへの登録など、新型コロナ
ウイルスに対する十分な感染対策を行ったうえで献血協力への
呼びかけを行いました。緊急事態宣言中ということもあり、駅前
の人通りはいつもより少なく感じる中での活動でしたが、多くの
方にご協力いただき、当日大阪府内に配車された献血バスの中
で献血者数最多という結果を得ることができました。コロナ禍
で献血不足の深刻化が問題となっていますが、献血は不要不急
の外出ではなく、命を助けるための必要不可欠な行動です。
私たちは今後も輸血用血液の確保に少しでも協力できるよう、
献血推進活動を行ってまいりますので、次回夏季開催時には
多くの方にご協力いただけますよう、皆様のご参加をお待ちし
ております。

今回も、小西医療器株式会社の皆様に献血ならびに府民へ
の呼びかけにご協力いただきました、この場をお借りして厚く
御礼申しあげます。

献血受付人数 ： 70名　　採血数合計    ： 62名
400ｍL採血   ： 60名　　200ｍL採血   ：    ２名

2020年度 大臨技 冬季 献血推進活動(通算55回目)を終えて

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

多職種公開講座
チーム医療部門
糖尿病療養指導部会 定例勉強会
2021年6月15日（火）19:00～20:30
Web配信

講演①「妊娠期の血糖管理」
大阪急性期・総合医療センター
臨床検査科　豊田 利恵子

講演②「小児における栄養管理～１型糖尿病～」
大阪母子医療センター 
管理栄養室　伊藤 真緒

基礎-20点 500円（一律）

当日データ

ご協力、ありがとうございました。 
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メールアドレス登録のお願い
毎月大臨技ニュースのWeb版を配信しています。メールアドレスを登録されていない方で日臨技会員

の方は会員情報ページにてメールアドレスを追加入力してください。
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx

大臨技のみの会員の方は右記リンクまたはＱＲコードから新たに登録をお願いします。
来年度2022年4月から紙面による大臨技ニュースの廃止検討を踏まえ、Web版配信の反応を吸い上

げるべく、2021年度中の紙面発送希望の要否についてアンケート調査の実施を予定しております。
なにとぞご理解とご協力をいただけますようお願い申しあげます。

渉外部 部長　清水隆之

アップした新ソフトを導入して編集を行いました。そして担当
委員を中心に検討し、不具合部分のチェック・再撮影・再チェック
を何度も繰り返すことにより完成した動画を無事配信すること
ができました。

また、その他4つの事業においても 各事業の講師の先生方
やMBSラジオおよび大阪府診療放射線技師会にご協力をいた
だき、渉外部委員の見事な編集力をもって動画配信により開催
することができました。

配信動画をご視聴いただいた皆様、如何でしたでしょうか？
さらにWeb環境が整っていない府民の皆様にも幅広く

知っていただく目的で、“全国検査と健康展in大阪”と“大臨技
がんフォーラム2021”については、MBSラジオ「サンデーカル
チャーナイト」にて講演およびパネルディスカッション部分を放送
いたしました。

勝手な思いかもしれませんが、会員や府民の皆様に臨床検査
技師の取り組みについてご理解いただいたと感じています。
今後も、渉外部は皆様のご意見を伺いながら活動に取り組んで
いきたいと思います。渉外部5 Web Presentsについて、ぜひ
皆様のご意見をお待ちいたしております。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、昨年度は
５つの事業（HIV予防啓発講演会、大臨技手話講演会、府民公開
講座大臨技・大放技合同フォーラム、全国検査と健康展in大阪、
大臨技がんフォーラム2021）をWeb配信（オンデマンド型）で
開催いたしました。

従来の集客的な講演会や健康展の開催が実施できなくなり
ましたが、会員や府民の皆様に最新の臨床検査情報を発信
すべく、渉外部において様々な議論のうえ準備を進め、Web
配信開催にいたりました。特に、“全国検査と健康展in大阪”に
ついてはWeb配信によるバーチャル健康展の形式にて開催
いたしました。内容は現役高校生の希望を取り入れ、病院内
そして病院以外での臨床検査技師の仕事の紹介動画・臨床検査
技師養成校の紹介動画を配信し、また健康チェック体験では、
認知症の検査・AGE測定・頸部血管エコー検査についての動画
を配信いたしました。動画製作についてプロに依頼する予算は
なく、委員で手持ちのデジカメやスマホを使用して動画や静止画
を撮影し編集いたしました。動画編集の経験があった委員2名
に病理部門と微生物部門の編集を依頼し、残りの部門は定年
間際の部長みずから担当、最初はPC既存の編集ソフトを使用し
て奮闘していましたが、思うような編集ができないため、グレード

渉外部  5 Web Presentsを開催して

https://forms.gle/
dJw6J9VuH61eSiYN9

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx 
https://forms.gle/dJw6J9VuH61eSiYN9
https://forms.gle/dJw6J9VuH61eSiYN9


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3年6月号の原稿〆切は５月1日（土）、令和3年７月号は６月1日（火）です。

大臨技事務局からのお知らせ大臨技事務局からのお知らせ

（6）大臨技ニュース

■ 2021年度「年会費」納入について
１. 日臨技および大臨技に入会されている方

日臨技にて口座振替の登録をされている方は、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3月1日もしくは
3月29日に自動引落しされていますので、ご確認ください。
引落しされていない方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
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ご参照ください。

３. 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須です。
※詳細は、当会事務所までお問い合わせください。

■ 2021年度大臨技会員証について
＊ 第1回目は3月末に発送いたしました（3月1日までに会費を納入された方が対象）。

それ以降は、当月末までに会費を納入されましたら翌月末に発送いたします。
＊ 施設会員の方には施設連絡責任者様宛にまとめて送付いたしますので施設連絡責任者様よりお受け取りください。自宅会員の方には

ニュースと一緒に送付いたします。
＊ 会員証がお手元に届くまでは、大臨技のみ会員の方は会費を振込みされた時の「受領証」を、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」より「領収証」を印刷し、会員証の代わりとしてご使用ください。

■ 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／施設情報変更」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。


