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がん検診フォーラム2018
（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点府民公開講座

渉外部からのお知らせ

増え続ける「乳がん」について知識を深めていただくとともに、自分自身のこと、また大切な人のことについて、
皆さんと一緒に考えたいと思います。今回のパネルディスカッションでは、3人の講師の方々の他、臨床心理士
の方にも加わっていただき、がんの診断・治療にまつわる「こころ」の変化も考えていきます。
「あなたのために、あなたの大切な人のために」、ご家族やご友人と一緒に、ぜひ、ご来場ください！

知ろう！ 学ぼう！ 考えよう！ 乳がん
あなたのために、あなたの大切な人のために

司会 : 伊東 正治
（元毎日放送ラジオ局プロデューサー）

教育講演
「乳がん検診における乳房超音波検査の役割 
  ～ 年に1回、受けて安心、乳房エコー！ ～」
講師 : 住友病院  田上 展子

特別講演
「乳癌の診断と治療　－ 今、これから －」
講師 : 大阪国際がんセンター 副院長 

玉木 康博

特別ゲスト
「乳がん　～ 4度の手術を乗り越えて ～
  元気な心の作り方」
講師 : 豊島 美雪 （フリーアナウンサー）

パネルディスカッション
（講師3名に臨床心理士が加わります）
臨床心理士 : 流通科学大学 人間社会学部長

岩崎 久志

内容

会場 阪急うめだホール（阪急百貨店うめだ本店 9階）

参加費 無料（どなたでも参加していただけます。）

定員 先着入場者 400名

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
T E L : 06-6763-5652

（月～金 13:00～16:00）

連絡先

日時 平成30年3月17日（土）　14:00～17:30（受付 13:30～）
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開会のあいさつ 大臨技会長　竹浦 久司
14:00～14:50
1. 標準化サーベイ報告会　
総 　 論 : JCHO大阪病院 竹村 真俊｠｠｠｠｠｠｠｠ 
臨床化学① : 大阪赤十字病院 山本 裕之｠｠｠｠｠｠｠｠ 
臨床化学② : 大阪市立大学医学部附属病院 上野 信弥｠｠｠｠｠｠｠｠ 
血 算 : 市立岸和田市民病院 杉山 昌晃｠｠｠｠｠｠｠｠

15:00～15:50
2. 平成30年診療報酬改定最新情報　
シーメンスヘルスケア株式会社 松尾 久昭

16:00～16:45
3.“国際標準検査管理加算“新設後のISO15189認定施設動向
公益財団法人 日本規格認定協会（JAB） 下田 勝二

閉会のあいさつ 大臨技副会長　高田 厚照

会場 大阪市立住まい情報センター
３階ホール 参加費 会員500円非会員1,000円

今年度は3事業の合同開催となります。
検査データ標準化事業からは、例年通り臨床化学・血

液検査項目のサーベイ結果の報告を行います。
技師長会では、平成30年診療報酬改定最新情報をお伝

えします。
施設連絡者会では、“国際標準検査管理加算” 新設後

のISO15189認定施設動向の情報を提供します。

平成29年度 
臨床検査データ標準化推進事業報告会・第34回技師長会
施設連絡者会合同開催

情報組織部・地区事業部からのお知らせ

日時 平成30年3月10日　(土)　14:00～16:45
（受付13:30～）

■臨床検査データ標準化推進事業報告会・第34回 技師長会
天理医療大学　山西 八郎
E-mail: yamaha@tenriyorozu-u.ac.jp

■施設連絡者会
大阪医科大学　井口　 健
TEL: 072-684-6319

連絡先

（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

日臨技では職能団体としての組織強化を図ることを目的と
するとともに、臨床検査並びに医療を取り巻く環境の変化等
を的確に把握し、時代を先取りできる医療人、職能人として
のスキルアップを図るため、卒後3年から5年の臨床検査技
師を対象として、日臨技主催の講習会を下記の通り開催する
こととなりました。
つきましては、趣旨をご理解いただき、参加いただきます

ようお願い申しあげます。尚、受講終了後、修了証を交付い
たします。

日臨技企画 平成29年度 初級・職能開発講習会 （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

プログラム 9:10 受付
9:30 大臨技会長挨拶　オリエンテーション
9:40 宮島喜文　日臨技会長講演

「医療情勢と今後の方向性について」
10:40 休憩
10:50 基調講演「多職種連携医療で活躍する

臨床検査技師」日臨技派遣講師
12:20 昼食休憩
13:20 グループワーク及びグループ別発表
15:20 総合討論
15:50 休憩
16:00 e-learningの紹介
16:30 閉講式

連絡先

会場 あべのメディックス
8階 会議室

定員 日臨技に所属する卒後3～5年の正会員
50名

目的 政府が進める「地域完結型医療」の担い手として
多様なニーズに対応できる人材を育成する。

日時 平成30年3月11日（日）
9:30～16:30

参加費 1,000円（当日、受付にてお支払いいただきます）

天理医療大学 医療学部　山西八郎
E-mail: yamaha@tenriyorozu-u.ac.jp
TEL: 0743-63-7811
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会場 大阪医科大学附属病院
学Ⅰ講堂（講義実習棟第1講義室）

病院内ではいつどのような耐性菌がアウトブレイクをするかわかりません。そして、一旦アウトブレイクが発生すると
病院全体が災害時のような状況に陥ります。
検査室は微生物検査の情報を提供する発信源であり、常日頃から微生物の検出状況を把握し、アウトブレイクが疑われ

た場合は病院内全体に向けて迅速に情報を提供し、どこまで感染が拡大して
いるか、どこが感染源なのかを特定するために活動する必要があります。
今回はアウトブレイク時の技師の動き方をテーマに、微生物検査室を持つ

施設、持たない施設が意見を出しながらディスカッションをしていきたいと
考えています。分野を問わず多くの参加をおまちしています。

近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部　津田 喜裕
E-mail: yoshiyoshi1031desu@yahoo.co.jp連絡先

参加費 会員 500円非会員 1,000円

アウトブレイク監視・発生時の微生物検査室の関り
講師: 近畿大学医学部附属病院　戸田 宏文　
アウトブレイク発生報告！その時技師は・・・・
講師: 大阪府三島救命救急センター　濱田 宏輝

講演1

講演2

日時 平成30年3月24日（土）　15:00～16:30
（受付14:30～）　　

緊急検査部門 第３回定期講演会
学術部 緊急検査部門からのお知らせ

警報・警報！　アウトブレイク発生！！　
～その時、何をするの・何が出来るの・・～

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

チーム医療部門 内視鏡検査部会からのお知らせ　
多 職 種
公開講座 平成29年度 内視鏡検査講習会 （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

講師 内視鏡検査部会委員・他

　毎年好評でした内視鏡体験講習会を開催します。モデルを使い実際の内視鏡スコープ挿入から観察などを体験していただ
きます。加えてカプセル内視鏡の読影体験、電気メスの基礎的な講習も行う予定です。実際にスネアや処置具を使用しますの
で、初めての方にもわかる企画にしています。
内視鏡に勤務されている方はもちろん、他の検査室の技師、他の医療職（看護師・臨床工学技士・診療放射線技師など）の

方もご参加いただけます。

大阪労災病院 内視鏡センター　榎本　毅
E-mail: omt21et@gmail.com（大臨技内視鏡検査部会）連絡先

日時 平成30年3月4日（日）
13:30～16:30 （受付13:00～）　

申込み
方法

申込み
期限メールで下記＜連絡先＞アドレス宛にお申込みください。 平成30年3月3日　（土）

会場 大阪労災病院 1階
内視鏡センター

参加費 1,000円（一律）

「内視鏡のいろんなこと体験講習」
～内視鏡スコープ操作体験、カプセル内視鏡読影体験、電気メス基礎講習～

事前申込み制
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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

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

The Echo Live 2018

KCJL 2018　バスキュラーラボセンター プラス
「心・血管エコー講習会 ＆ ハンズオン」

The Echo Live（since 2002）は、心血管エコーにおける実戦的なノウハウをさまざまな工夫をしながら提示してまい
りました。しかしエコーライブは立ち止まらず変わり続けます！他所では体験できない企画でいっぱいです。
『一枚の所見用紙から』『症例ワークショップ』『What's new?』『ハンズオン』『ウエットラボ』など，楽しく

て役に立つ。これがエコーライブの信条です。最新情報も満載です。第17回となるThe Echo Live 2018は、大阪駅近
くのハービスホールにおいて5月26～27日に開催予定です。ぜひお越しください。それではお会いできるその日まで、
Have a Nice ECHO！　

  臨床の場で役立つ心血管エコーのテクニックを、心臓・大血管・頸動脈・腎動脈・下肢動脈・下肢静脈の領域にわけエキス
パート講師により講義＆実技指導を行います。
1日目（金）はスキルアップコースとし、ちょっと高度なテクニックや臨床に活かせる知識を少人数のグループで学びます。
2日目（土）はベーシックコースとし日常のスクリーニング検査のポイントをレクチャーします。聴講はスペースの許す限り

ご自由です。
また、会全体としても循環器疾患の最新の診断、治療学をライブを中心に学べる場となっております。皆さま方のご参加をお

待ちしております。
※CVT資格更新用講習会申請予定（心臓セッション除く）

大臨技後援行事関連のお知らせ 

会場 ハービスホール（JR大阪駅桜橋口より徒歩7分）
https://www.herbis-hall.com/

参加費 2日間参加:医師20,000円、ソノグラファー15,000円2日目のみ:医師12,000円、ソノグラファー10,000円
松尾 浩子
E-mail: secretariat@echo-live.com連絡先

日時 平成30年5月26日（土）12:00～27日（日）午後まで

代 表 委 員 : 岡山大学　伊藤　浩
企 画 担 当 : 大阪市立総合医療センター　阿部 幸雄

東京ベイ市川浦安医療センター　渡辺 弘之
事前参加登録 : 平成30年3月1日（木）から

インターネット登録開始
http://www.echo-live.com/

https://www.facebook.com/theecholive

日時 平成30年4月13日（金）～14日（土）

会場 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

当 番 世 話 人 : 浜中 一郎（洛和会丸太町病院）
事前参加登録費 : 2018年1月10日(水)～2017年3月20日(火)　 

コメディカル3,000円（全日参加）　

http://www.kcjl.gr.jp/2018/registration.htmlより受付
（エコーハンズオン参加者は専用の登録フォームより受付）
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平成30年１月１３日（土）・１４日（日）開催

普段、生理機能検査を行っている
ので認知症患者に接することは多々あ
ります。私は祖父母との同居経験もな
い、一般的な老人の様子や認知症に対
する知識、経験も乏しい人間でした。
もっと認知症に関して勉強がしたい、 
ということで大阪市の「病院勤務の医
療従事者向け認知症対応力向上研修」
にも参加しましたが、主に行政の話と
看護師向け・・・。職場の先輩からの
情報でこの講習会と認定技師の制度を
知りました。最初の目的とは違ったの
ですが、今回の神経心理学的検査は勉
強になりました。「長谷川式痴呆スケール」と記憶し
ているレベルの知識でしたが、検査の難しさ、被験者
の集中力維持の方法、検査自体の精度管理の問題など
いろいろ考えさせられました。認知症の検査に臨床検
査技師としてどのように関わっていけるか、非常に興
味を持ちました。
実際の講習会ですが講習会Aのビデオを見ながらの

講義であったため音声が聞き取りにくかったり、実習
も何をしたらいいのかよくわからなかったりちょっと
大変でした。少なくともある程度の知識があるものに
対しての講義・実習という印象をうけるのですが、今
回は大臨技独自の「認知症サポーター研修」と「認知
症と臨床検査」の講義のおかげもあり理解不足になら

ず良かったと思いました。一方、今後、技師会とし
て、神経心理学的検査を技師に広めるためには講習内
容を見直し、実習用に作り直したほうが良いのではな
いだろうかとも思いました。
苦言も書かせてもらいましたが、非常に為になる面

白い講習会であったのは本当です。今回の講習会で認
知症領域の検査に大変興味を持ちました。当院の認知
症ケアチームへの参加など、いろいろ勉強して今後検
討していきたいと考えています。最後に本講習会のス
タッフの皆様、日臨技の企画に関わられた皆様、本当
にありがとうございました。

11月12日(日)10時より、摂津市立保健センターにて、
「第33回 せっつ市民健康まつり」が開催されました。
せっつ市民健康まつりの日はいつも雨が降るイメージで
したが、昨年に続き今年も良い天候に恵まれました。
臨床検査コーナーでは123名に、血管年齢(脈波伝播速

度 CAVI)と、大腸癌早期発見の啓発のため、パンフレッ
トとクイズ付きのトイレットペーパー配布を行いました。
市民の方々の中には、大腸癌検査を理解されており

毎年、市民検診を受けておられる方も多数居られ、健康
に対する意識の高さを実感しました。今後も継続して、
市民の方々の健康に携わっていければと思います。
参加して頂いたボランティア技師、摂津市職員の

方々、検査機器を提供していただいたフクダ電子(株)様
の協力により、大盛況で終了できましたことを誠に感謝
しております。ありがとうございました。

住友病院　診療技術部臨床検査技術科　吉野 知治

MIクリニック　岩津 浩子
大阪府済生会吹田病院　磯田 智史

大臨技「平成29年度 第2回認知症対応力向上講習会B」
に参加して

第33回 せっつ市民健康まつり

大臨技「平成29年度 第2回認知症対応力向上講習会B」大臨技「平成29年度 第2回認知症対応力向上講習会B」
に参加して

Report

第33回 せっつ市民健康まつり第33回 せっつ市民健康まつりReport
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近年、医学の発展に伴って医療は急速に高度化し医
療現場は細分化され、私たち各分野の医療専門職の知
識を集約して上質の医療を提供する時代となってきま
した。では、臨床検査技師の他にどういった専門の人
たちが活躍されているのでしょうか。本校では他職種
を知るのにユニークな連携教育を行っていますのでご
紹介いたします。
本学園は、臨床検査科とともに、放射線科・看護

科・歯科衛生科・鍼灸科・整復科・理学療法学科があ
ります。健康管理学実習の一環として、東洋医学・西
洋医学を問わず他科に講義実習をお願いしています。
例えば鍼灸科では陰陽五行や五臓六腑のお話、手ぬぐ
いを使ってコリをほぐす体験や腰痛体操などすぐにで
も健康に役立つ事を教えてもらいます。また歯科衛生
科では口腔管理のお話と実際に臨床検査科の1年生が歯
科衛生科の2年生による口腔チェック、歯科保健指導

を体験します。両科にとって他職種とのコミュニケー
ションをはかる絶好の機会だと考えています。
就職するまでの教育期間中に、臨床検査技師の専

門領域を認識し、他職種の多様な視点に気づき、患者
を中心としたチーム医療が円滑に行えるような人材に
育って欲しいと願っております。

大阪行岡医療専門学校長柄校 1年生担任　兵頭 弘美

臨床検査技師教育機関からの声

｢専門職連携教育｣

臨床検査技師教育機関からの声Voice

第2回 大臨技医学検査学会第2回 大臨技医学検査学会第2回 大臨技医学検査学会Report

2 月12日（月・祝）開催いたしました。
沢山の方に参加していただき、ありがとう
ございます。おかげさまをもちまして、第
2回大臨技医学検査学会は盛会に終了いた
しました。
参加いただいた皆様には、感謝申しあ

げるとともに、今後もご期待に沿えるよう、
ますます精進いたしますので、ご支援のほ
どよろしくお願いいたします。

次回、こうご期待！！

Next step from First step
～のばせ検査のこころ・技術・研究～

参加者データ
会 員 : 271名
申 請 中 : 1名
非 会 員 : 1名
賛 助 会 員 : 55名
学 生 : 4名
府 民 : 31名
　 計 : 363名

RCPC 第1会場

第3回もお待ちしております！

府民公開講座の検査結果説明
デモンストレーション

形態総合カンファレンス
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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】当会による保険の斡旋は、平成29年度を持ちまして終了いたしました。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30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、大臨技ニュース12月号に同送しました「会費納入案内」または大臨技ホームページをご確認ください。
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、日臨技に登録の口座から2018年2月27日に自動引落しされま
す。残高不足で引落しされなかった場合は3月27日頃に再度、引落しされますので、口座残高の確認をお願いします。

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円をお振込みください。
※2018年3月31日（必着）までに会費を納入されましたら、平成30年度大臨技会員証を4月末頃に発送いたします。4月以降に納入された
場合は7月末頃に発送いたします。

3. 平成30年度より、大臨技のみ会員から日臨技にも入会される方
詳細は日臨技へお問い合わせのうえ、ご対応ください。

4. 重複会員について
詳細は、当会事務所まで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
今年度の会員証について、10月の発行を持ちまして終了いたしました。
*10月以降に会費納入された方には、「会員登録証明ハガキ」を会員証の代わりといたします。
※「会員登録証明ハガキ」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。10月以降に申請された場合は、「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、平成30年3月31日付け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を送付できなくなります。

■ 大臨技退会申請について
平成29年度末で大臨技を退会される方は、平成30年3月31日（必着）迄に退会申請を行ってください。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。日臨技ホームページの「会員専用
ページ」にて退会手続きされる時は、大臨技も同時に退会手続きをしてください。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。
※日臨技にも入会されている方について、4月以降に退会された場合、口座引落しされた平成30年度年会費は返金されませんので、必ず3月
末までに退会申請してください。

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

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30年4月号の原稿〆切は3月1日（木）、5月号は3月31日（土）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
多職種公開講座 1.「なろう！続けよう！糖尿病療養指導士（CDEJ）!!」
糖尿病療養指導部会 定例勉強会 講師 : 阪和住吉総合病院　臨床検査部　新本 伸枝
平成30年4月17日(火)　19:00～20:30 2.「糖尿病療養指導に使える臨床検査技師科が関わる

心理的アプローチ」
基礎-20 500円（一律）

大阪医療技術学園専門学校 2 階大教室
講師 : 大阪医療技術学園専門学校　田中 久晴

① 輸血療法
輸血検査部門 輸血学基礎講座 ② 血液製剤
平成30年4月22日(日)   10:00～16:30 ③ ABO式血液型・Rh式血液型 専門-20 会員2,000円　非会員4,000円大阪医科大学北キャンパス看護学部 ④ 輸血検査法の原理・基本手技
看護学科 講堂 ⑤ 不規則抗体

⑥ 交差適合試験

血液検査部門 血液形態初心者を対象とした全10回コース 会員13,000円
非会員15,000円『血液形態セミナー・ジュニアコース』 日程：調整中 専門-20

大阪医療技術学園専門学校 申込要領、受付期間：次号にて案内

平成29年度　第11回（1月11日）開催分
1. 団体がん保険に関して、現在加入者が18名で人数未達のため平成30年1月末をもって団体割引が終了する。
2. 平成30年度実施する当会と日臨技の関連事業の確認を行った。
3. 当会で取引している銀行口座を集約し、ゆうちょと三菱東京UFJの2銀行に統合することを決めた。


