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内容

会場 MBS本社1階 『ちゃやまちプラザ』（100席）

日時 平成31年3月9日（土）　14:00～17:30 （開場13:20）
司会
元 MBS ラジオ局プロデューサー  伊東 正治

教育講演
「がん検診における臨床検査技師の関り」
関西医療大学 保健医療学部 教授　矢野 恵子

特別講演
「乳がんの診断と治療
 －がんゲノム医療時代を迎えて－」
大阪国際がんセンター  副院長　  玉木 康博

特別ゲスト
「私の乳がんとの付き合い方」
フリーアナウンサー　　　　　    豊島 美雪

パネルディスカッション
講演者 3名
流通科学大学 人間社会学部 部長  岩崎 久志

連絡先 市立豊中病院 臨床検査部　清水 隆之 E-mail: akane@mub.biglobe.ne.jp

参加費 無料 （どなたでも参加いただけます。）当日来場 
（先着）
100名

ちゃやまちプラザ
街に向かって開かれた「人が集まる放送局」。
今年はここから「乳がん」に関する情報を発信します！

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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大阪労災病院

組織部 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 第22回 大臨技内視鏡検査部会 講演＆講習会

講師 消化器内科医師・内視鏡検査部会委員・他

教育講演に加え、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、人数によりますが、
その他できるところまで…。
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
（PHS　4204）
E-mail: omt21et@gmail.com（大臨技内視鏡検査部会）

連絡先

日時 平成31年3月24日（日）　13:00～16:45　
（受付12:30～）

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31年3月15日　（金）

会場 大阪労災病院 １階 内視鏡センター・管理棟２階 会議室
大阪府堺市北区長曽根町 1179-3　072-252-3561

参加費 1,000円（一律）

「内視鏡検査の基礎」（仮題）教育講演 ＆
「内視鏡のいろんなこと体験講習」

事前申込み制

第1部 13:30～14:30 教育講演　「内視鏡検査の基礎」
医師交渉中　

第2部 14:45～ 体験講習会
 内視鏡検査部会委員

※ いずれも18:45～20:15 （受付18:15～）
• 4月18日 （木）第3週木曜日！
「初級編講座①:検査前要因と検査後要因+データの読み方ミニレクチャー（肝臓編）」
• 5月9日 （木）第2週木曜日！
「初級編講座②:検査時の変動要因（前編）+データの読み方ミニレクチャー（腎臓編）」
• 6月5日（水）第1週水曜日！
「初級編講座③:検査時の変動要因（後編）+データの読み方ミニレクチャー（心臓編）」

3回とも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）
※いつもと違う会場です！

学術部 免疫化学検査部門からのお知らせ

日時

会場

次年度4-6月の定期講習会の開催日、会場について

日臨技認定臨床化学・免疫化学精度保証検査技師の
認定更新指定講習会について

2019年度の免疫化学検査部門定期講演会では、初級編講座の3回シリーズを計画しています。
4-6月は、下記の通り開催週、曜日、場所と開始時刻が従来と異なります。
必ず該当月の大臨技ニュースをご確認ください。

4-6 月の免疫化学検査部門定期講習会では、更新講習会の申請を予定しています（区分は各月の大臨技ニュースを
ご参照ください）。
また 7月開催予定の特別講演会では、A区分を加えた 2区分の指定講習会の申請を予定していますので、更新を
検討されている認定技師の方はご参考にしてください。

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予

告
1

予
告
2

（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
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会員公示

Report 平成31年 新年互礼会 報告
開 催 日 平成31年1月13日（日）　14:00～16:00

会 　 場 アートホテル大阪ベイタワー　4階
アートグランドボールルーム

参 加 人 数 178名
（内訳）来賓　 34名

賛助会員　 84名
大臨技元役員　 7名
大臨技　会員 12名
大臨技　各部委員 24名
大臨技　役員
（事務員含む）

17名

祝電・ 21通
メッセージ （内訳）国会議員 16通

地域医療推進協議会 4通
 賛助会員 1通
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公益社団法人大阪府臨床検査技師会
役員候補者選出委員会
委員長　辻　義則

公益社団法人大阪府臨床検査技師会
2019・2020年度役員候補者の選出について
公益社団法人大阪府臨床検査技師会　　会員各位
公益社団法人大阪府臨床検査技師会の定款第21条ならびに組織運営規定第7条及び役員候補者選出規程に則り、公益社団法人
大阪府臨床検査技師会2019・2020年度役員候補者の選出について下記要項にて執り行うことを公示します。

（公示日と公示の有効期限）
公示日を2019年2月25日とし、公示日から2019年度定時総会開催日２ケ月前までの2019年4月20日までを公示の有効
期限とします。

（役員候補者）
役員候補者のうち、理事候補者は本会の正会員であることとし、公示の有効期間内に所定の候補届出書を役員候補者選出
委員会に請求し届け出するものとします。役員候補者のうち、監事候補者は理事会が選出するものとします。

（役員候補者の審議と決議）
役員候補者は、役員候補者選出委員会において審議し、2019年度定時総会において役員候補者選出委員長から役員の選
任決議事項として提案します。

（役員候補者名簿の公示）
役員候補者名簿は、2019年度定時総会開催日の4週間前までに公示します。

（役員の定数）
理事は12名以上18名以内、監事は2名以内とします。

（会長・副会長・常務理事）
会長・副会長・常務理事は、2019年度定時総会で選任された理事の中から理事会の決議によって選定します。

（役員の任期）
役員の任期は、2019年度定時総会における決議後から、2020年度定時総会の決議終了までの2年間とします。

（役員候補者選出委員会事務局）
大阪市天王寺区空清町8番33号　大阪府医師共同組合東舘4階
公益社団法人大阪府臨床検査技師会内
TEL.06-6763-5652 

以上

公益社団法人大阪府臨床検査技師会
役員候補者選出委員　名簿

地区 氏名 所属施設
北地区 松本　典久 市立吹田市民病院

岩津　浩子 ＭＩクリニック
中央地区 辻　義則（委員長） 大阪府結核予防会大阪病院

久保　清夏 大阪府済生会野江病院
南地区 大西　正信 大阪はびきの医療センター

三平　りさ 府中病院
池田　勝美 寺田萬壽病院

ご出席、ご祝電を賜りました皆様
には厚くお礼申しあげます。
今後も大阪府臨床検査技師会を
よろしくお願いいたします。
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Report 平成30年度
「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」

先日、多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習
会」に参加させていただきました。講義と実習の2日間
にわたるプログラムでしたが、多職種の先生方から沢山
のことを学ぶ貴重な機会だったと改めて感じました。
患者さんから信頼・安心感をもってもらえるコミュニ

ケーション法、ベッドからの起き上がり・車椅子への患
者移送、輸液ポンプを中心としたベッドサイド機器の仕

組みや起こりうる異常、
薬についての一般的な知
識等、様々な事を教えて
いただきました。
実際、患者さんの移送

は私自身、見よう見まね
でやっていたのですが、
患者さんと医療従事者の
両方が怪我することな
く、安全に行うためのコ
ツを教えていただき即戦
力が身に付きました。

日頃から「チーム
医療」と謳っているの
に、他職種の業務は他
職種任せで、自分から
学ぶこともなく頼り
きっているということ
に気づきました。「多
職種と連携のとれた
チーム医療」を念頭に、この講習会で教えていただいた
ことを大切に、視野を広げて日常業務に取り組むように
精進して参りたいと思いました。
この度は貴重な経験をさせていただきありがとうござ

いました。

大阪医科大学附属病院 中央検査部　亀井 綾子

この度、「H30年度多職種連携のための臨床検査技師
能力開発講習会」に参加させていただきました。今回参
加しようと決めたのは患者さんの移送技術を学びたかっ
たからという単純な理由でした。
講義は臨床検査技師の存続の危機とチーム医療の一員

としてどのように貢献するかという内容から始まり、看
護師や薬剤師の知識や仕事内容、臨床工学技師からの医
療機器の使い方、患者移送技術に関して実技を含め学ば
せて頂きました。
今回の講習会を通して臨床検査技師の職域の開拓が必

須である事を実感し、新たな医療現場へ進出する為の心
構えができる講義であったと考えます。他の職種と連携
できるよう技術向上に努めます。

しまだ病院　日下 史葉

平成31年1月26日（土）、1月27日（日）の2日間、ベルランド看護助産大学校をお借りして「多職種連携のための臨床
検査技師能力開発講習会」を開催しました。28名の参加をいただき、大変有意義な講習会となりました。
この講習会は来年度も開催することが決定しております。ぜひともご参加ください。参加された方より感想をいただきま

したのでご紹介いたします。

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

学術部 血液検査部門 血液形態シニアコース テーマ：経験者のレベルアップと会員の情報交換
・ガイダンスのお知らせ平成31年4月4日（木）　18：30～20：00 専門-20 不要

大阪医療技術学園専門学校 ２階大教室

多職種公開講座 1. 「めざしたい！　糖尿病患者さんのこころに響くことば」
組織部 チーム医療部門 糖尿病療養指導部会 講 師 :（医）弘正会 ふくだ内科クリニック  横山 有子
定例勉強会 2. 「糖尿病療養指導士に必要なEBMとNBMの知識」 基礎-20 500円（一律）
平成31年4月16日（火）　19:00～20:30 講 師 : 森ノ宮医療大学 保健医療学部 臨床検査科

小宮山 恭弘大阪医療技術学園専門学校 2階大教室

学術部 輸血検査部門 輸血学基礎講座 輸血検査に必要な基礎的な内容の講義
平成31年4月21日（日）　10:00～16:30 1. 輸血療法について4. 輸血検査法の原理・基本手技
大阪医科大学北キャンパス 2. 血液製剤について5. 不規則抗体
看護学部看護学科 講堂 3. ABO式血液型・Rh式血液型6. 交差適合試験 専門-20 会員　2,000円

非会員4,000円対 象：ローテーションや当直で輸血検査に携わることになった
方、輸血療法や輸血検査の基礎的知識を整理したい方、
新入職員の方等

事前参加申込み不要
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本校は創立40周年を迎えました。これを記念し、
全館のリノベーション工事をしています。本来であれ
ば、お世話になっている方々をお招きし、祝賀会など
をすべきかもしれません。しかし本校は「学生第一」
という考えのため、学生が一番長く生活する教室、実
習室のリノベーションをすることになりました。現在
進行中ではありますが、臨床検査技師学科ではまず教
室と生理機能検査室が完成しました。教室は壁がガラ
スになり、開放感のある教室となりました。机や椅子
は学生には贅沢すぎる仕様ではありますが、勉強に集
中できる環境となりました。そして生理検査室も広く
なり、カーテンでの仕切りもできました。次は実習室
のリノベーションを計画中です。卒業生の皆さんに
とっては驚きの変化だと思いますので、是非一度見学
に来てください。もちろん卒業生以外の方の見学も大
歓迎です。

日本医療学院専門学校 副教務主任　出雲 万里子

「リノベーション」

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

Report 統計学セミナーに参加して
私はこれまで、医学論文を読んだり、学会発表のデー

タ作成の際に、統計について、なんとなくの知識で過ご
してきました。でも、発表された論文や、自分たちが作
成したデータの妥当性や重要性を検出するためには、な
んとなくではなく、ちゃんとした統計の知識が大切だと
思い、今回のセミナーに参加しました。
３回目の勉強会を修了して、まだ最初の方ともあり、

基礎的なことを教えていただきました。物分かりの悪い
私なので、なかなか理解できないこともありますが、質
問や相談をし易い雰囲気を作っていただいているので、
すごく助かっています。
残りのセミナーも頑張っていきたいと思っています。

よろしくお願いします。

大阪府結核予防会　佐藤　操

永年化学検査に従事し、統計の知識を得たいと思いな
がら機会を逸してきましたが、今回良い機会を得たと思
い参加しました。現在3回目まで行われましたが、1回
目と3回目に参加しました。1回目は馴染みのある正規分
布に関する事でしたが、3回目は確率変数や積分計算な
ど、すっかり忘却の彼方の計算が出てきて、全くついて
いけませんでした。しかし、めげずに最後まで参加し、
少しでも職場に還元できるよう頑張りたいと思います。

関西医科大学附属病院　吉岡 秀樹

▲生理検査室

3F 廊下▶ 

▲教室
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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

■！！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。

■ 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。
詳細は、日臨技ホームページ・大臨技ホームページをご確認ください。
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、日臨技にて登録の振替口座より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日に引落しされますので、登録口座へご入金ください。詳細は日臨技へお問合せください。

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。
ニュース12月号に同送しています「会費納入案内」もしくは大臨技ホームページを参照ください。
※ 2019 年 3月 31日 ( 必着 )までに会費を納入されましたら、2019 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. 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
詳細は日臨技へお問い合わせの上、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。

■ 2018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25日に発送いたしました。
*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26日に発送いたしました。
*10月以降に年会費を納入された方には、「会員登録証明はがき」を会員証の代わりとして発行いたします。
※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上、当会事
務所に提出し、再発行費 500円を納入してください。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、必要事項を記入の上、大
臨技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、2019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
勤務先施設や所属技師会の変更、転居による住所等の変更が生じた場合、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、
必要事項を記入の上、速やかに当会事務所まで提出してください。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。

■ 退会申請について
※【大臨技のみ会員の方】は、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、3 月 31日 ( 必着 )までに大臨技事
務所に提出してください。
※【日臨技・大臨技ともに入会されている方】は、日臨技ホームページの「会員専用ページ」から退会手続きを3月 31日までに行ってください。
会員専用ページから退会手続きが出来ない方は、日臨技・大臨技それぞれの「退会届」をダウンロードし、必要事項を記入の上、日臨技と大臨
技の両方に3月 31日 ( 必着 )までに提出してください。4月以降に退会処理された場合は日臨技にて自動引落しされた会費は返金されません
ので、必ず 3月 31日までに退会処理してください。

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。

平成30年度　第10回（平成31年1月10日）開催分
1. 2019年度賛助会員継続のお願いについて文章を変更することが承認された。
2. 日臨技生涯教育推進事業に関して、大臨技として申請する事業を決定した。

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31年4月号の原稿〆切は3月1日（金）、5月号は4月1日（月）です。

Report 第3回 大臨技医学検査学会

皆様のおかげをもちまして、今年度も無事に終了することが
できました。
寒さの厳しい3連休の中日に、足を運んで下さった皆様、

ご協力いただきました皆様には心より厚く御礼申しあげます。
来年度の大臨技医学検査学会は、2019年2月1日～2日

千里ライフサイエンスセンターにて、生物試料分析科学会学
術集会と合同開催を予定しています。
来年度はさらにパワーアップした企画を考えたいと思います

のでどうぞよろしくお願いいたします。

参加者データ 計 : 307名
（内訳）
会 員 : 251名 学 生 : 3名
賛助会員 : 45名 そ の 他 : 7名
非 会 員 : 1名

めざせ次世代型検査技師　～臨床検査の可能性～めざせ次世代型検査技師　～臨床検査の可能性～
会場 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）日時 平成31年2月10日（日）

実行委員一同

第１会場 第 3会場

第 2会場 企業展示

検査の
実体験


