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日本医療学院専門学校

全国「検査と健康展」in大阪
MBSラジオ 秋まつり2019
大臨技ブース

渉外部からのお知らせ

今年も全国「検査と健康展」in大阪 はMBSラジオのイベント「秋まつり2019」（長居公園　自由広場）大臨技ブースにて
開催します。
数項目の簡易検査や臨床検査関連リーフレットの配布などを行います。サブステージではトークライブもあります。
その他いろいろな団体・企業などの出展ブースもたくさんあります。ぜひ、ご家族やお友達などと一緒にご来場ください。

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

日時 2019年11月4日（月・振休）　10:00～16:30 （予定）

会場 長居公園 自由広場

（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

内 容
● 簡易検査（非侵襲的ヘモグロビン測定、AGE[ 細胞年齢 ]測定、物忘れチェック）
● 臨床検査の説明・臨床検査関連リーフレットなどの配布
● トークライブ（サブステージ）　時間未定
● その他　各種団体・企業ブースあり（物販・飲食ブースは有料）

（※開催当日、一部変更になる可能性があります。）

日臨技会員の方は、「大臨技ブース」にて参加パスワードを
配布いたします。
大臨技スタッフ（緑色ビブス着用）に声をかけてください。

2017年のHIV感染者・エイズ患者新規報告数は、厚生労働省エイズ動向委員会の発表によると、
HIV新規感染者976件・エイズ発症者413件で、近年横ばいが続いています。特に、新規に発症するエ
イズの割合は、約3割と依然として高い水準になっています。
今回、HIVの現状や正しい予防方法について、また、市街での無料検査や大阪府内での啓発活動のご紹介や、万が一
感染した場合の治療の流れなど、一般の方々にも理解していただけるような内容を予定しておりますので、どなたで
もご参加ください。

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（どなたでも参加いただけます。　　  当日は会場校の学生も聴講されます。） 日時 2019年11月9日（土） 14:00～16:30
（受付13:30～）

会場 日本医療学院専門学校

府 民
公開講座

内容
「大阪府の市街でのHIV予防啓発活動の紹介と
無料検査の案内」
講師 : 大阪府健康医療部 医療対策課感染症グループ

新海 のり子（保健師）
「ちゃんと抑えられます、HIV感染症。
大切な人のためにも」
講師 : 京都第一赤十字病院 薬剤部

冨島 公介
（日本病院薬剤師会 HIV感染症専門薬剤師）

2019年度 HIV予防啓発講演会
（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
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講 演 Ⅱ「眼疾患と臨床検査」
講師 : 社会医療法人きつこう会 多根記念眼科病院 

医療技術部　北川　篤

講 演 Ⅲ「眼疾患の薬物療法と点眼薬の正しい使い方」
講師 : 一般社団法人 大阪府薬剤師会 常務理事　

宮田 憲一

  府民健康フォーラム
私たちの暮らしと薬・検査・栄養

申込み方法（事前申込み制）
▶ 氏名・住所・電話番号・参加希望人数・所属（一般・薬剤
師会・臨床検査技師会・栄養士会）を明記のうえ、ハガ
キ・FAX・E-mail にてお申込みください。
定員を超過した場合のみ連絡いたします。
招待状の発送はいたしませんので、お申込みされ
ましたら直接会場までお越しください。

▶

申込み先
ハガキ: 〒 540-0019　大阪市中央区和泉町 1-3-8

社団法人 大阪府薬剤師会内「府民健康フォーラム」係
F A X : 06-6947-5480
E-mail: kenkoforum@osaka-fuyaku.jp

日時 2019年12月8日(日) 　13:30～16:40

会場 ブリーゼプラザ小ホール
（ブリーゼタワー7階） 参加費 無料

渉外部からのお知らせ
府 民
公開講座

目の健康を考える
～人生100年時代 明るく過ごすために～

（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

申込の際の個人情報は、本フォーラムの運営管理以外には使用いたしません。
なお、電話番号・住所は定員を超過した場合のご連絡のみに使用いたします。

基調講演「糖尿病網膜症について」
講師 : 一般社団法人 大阪府眼科医会理事 

関西医科大学附属病院 教授　山田 晴彦

講 演 Ⅰ 「アイケアサプリ」～明るい視界をつくりましょう～
講師 : 羽衣国際大学 講師　房　晴美

申込締切 2019年11月22日(金) 定員
330名 

第15回

詳細は大臨技ニュース10月号をご参照ください。

今回は患者さんや多職種との関わりで身に付けておくべきことを学びたいと思います。検査技師なら、いつ患者移動の介助
をする場面がくるかもしれません。安全で快適に患者さんを移動させるコツを身に付けましょう！また、検査技師なら、色
んな人から、データのことを聞かれます。データをしっかり読んで、「なるほど！」と言われるようになりたいですよね。
そして、働くからには「仕事の出来る人！」と一目置かれたいですよね。
厚い信頼を得るには責任感とコミュニケーション能力高くなければなりません。マナー、話し方、気配り、モチベーション
など、それらの能力をどう身に付ければ良いかを考えたいと思います。このセミナーを聴講して少しでも皆様のスキルアッ
プの糧になればと思っております。皆さま、遠いようで近い、南へどうぞお越しくださいませ！

（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

第11回 南地区地域オープンセミナー第11回 南地区地域オープンセミナー第11回 南地区地域オープンセミナー多 職 種
公開講座

会場 堺市産業振興センター 4階
セミナー室4 

日時 2019年11月2日（土）　13:50～17:00
（受付13:30～）

参加費 500円（一律）

阪南中央病院 臨床検査科　喜舎場 智之
E-mail: hannankensa@yahoo.co.jp連絡先

「仕事の関わりの中で
身に付けておくべきこと！」

組織部 南地区からのお知らせ

13:30 受付開始
13:50 災害時連絡網について
14:00 理学療法士に学ぶ患者移動について

講師: 岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科　前　宏樹
15:00 このデータ、どう読むん？

講師: 南地区委員
15:50 仕事中は役者に成りきれ！

講師: 近畿大学病院 中央臨床検査部　中江 健市
16:50 閉会の挨拶
17:00 終了

*南地区の施設連絡者の方は、当日にLINEを使った
災害時連絡網作成も行ないます。
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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11月7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

日時 2019年11月16日（土）　14:30～17:00

内容

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

会場 あべのメディックス 6階

参加費 会員500円　非会員1,000円※会費はお釣りがいらいないようご準備ください。

日臨技申請事業 血液検査部門 特別講演会
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

凝固検査

直接経口抗凝固薬（direct oral anticoagulants:DOAC）のモニタリングの問題点として、メーカーによる
凝固検査試薬間差や服薬からの採血ポイントの違いによるデータばらつきが指摘されています。
長内宏之先生には臨床医の立場からDOAC服用患者に対するマネジメント、特にモニタリングについて最新の知見を御講演

いただきます。ふるってご参加ください。

※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。

『ＤＯＡＣ使用時のバイオマーカーのモニタリング』
講師 : 公立陶生病院 循環器内科　長内 宏之

血液認定試験の概要と模擬試験（筆記問題）
講師: 住友病院　荒金 裕貴

動画模擬試験（末梢血1例、骨髄1例）
講師: 大阪赤十字病院　新山 義和

1

2

認定血液検査技師模擬試験

共催 アイ・エル・ジャパン株式会社

免疫化学における感染症検査基礎講座の2回目です。前回はHBV検査について基礎的な部分を勉強しましたので、今回は一
歩進んで最近話題のde novo B型肝炎や、HBVの予防・治療についてわかりやすく説明します。さらに、肝炎においてもう一
つの主要な原因であるHCVについて、HBVとの違いや検査結果の解釈について説明します。後半では実際に医療施設における
感染症検査について、どのように運用しているか実例を紹介します。肝炎ウィルス検査についての知識を一度整理してみませ
んか？また、施設の運用で困っていることを解決するチャンスです！たくさん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11月14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

B型、C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

当院における感染症検査の運用
講師 : 大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部　

川原 宏惠

1

2
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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

実践血管エコーも残すところあと 1回。事前申込み制ではありません。
エコーマシーンを持ち込んでのライブも開催しますので、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

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

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

血管エコー読影と描出の
ポイントについて

脳波はCT・MRIなどでは得られない脳の機能を客観的に捉えることができます。特にてんかんをはじめとする中枢神経疾
患の病態把握には欠かせない検査の一つです。しかし脳波の判読は非常に困難であり、判読には臨床的知識と経験が不可欠と
なります。最近は脳波を読影できる医師も少なくなり、脳波勉強会も少ないため初心者にとって脳波読影は大変困難な道のり
といえます。
そこで、今回の定期講習会では、「～明日から役立つ検査のコツと押さえておくべき重要症例～」と題しまして、奈良県立

医科大学附属病院の宮林知誉先生に、脳波検査の基礎的なことから実症例を交えた読影のポイントをわかりやすく解説してい
ただきます。皆様の多数のご参加をお待ちしております。

生理検査部門 定期講習会

※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。

『脳波検査
 ～明日から役立つ検査のコツと押さえておくべき重要症例～』
講師 奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部  宮林 知誉

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

日時 2019年11月21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 大阪市立大学医学部学舎 6階 中講義室

定員 100名（配布資料数）

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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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　

日時 2019年11月28日（木）　18:30～20:00

共催 ベックマン・コールター株式会社

「臨床微生物検査の最新トピックス2019
 ～菌力アップトレーニングを含めて～」

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

微生物検査技術は日々進歩しており、昨今では質量分析装置や遺伝子解析装置の導入により今まで同定できなかった菌種の
同定が可能となり、臨床微生物検査を取り巻く環境は大きく変わってきています。しかしながら、両検査法にもそれぞれ短所
があり、やはり従来からの菌種同定の手技をしっかり行い、「筋力」ならぬ「菌力」を身に付けることが重要と言えます。
今回、昨年に引き続き、東京医科大学微生物学分野の大楠清文先生をお招きし、「臨床微生物検査の最新トピックス 2019」
と題してご講演いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

講師 東京医科大学 微生物学分野　大楠 清文

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

近年、免疫染色と遺伝子検査は病理部門にとって必須の業務となってきております。
今回、日常業務として行う免疫染色、遺伝子検査において役に立つ参考書のような講習会を企画しました。

たくさんのご参加をお待ちしております。

今年度は2020年2月末（日程未定）に住友病院講堂にて
開催を予定しています。つきましては一般演題を募集した
いと思います。病理、細胞診検査に関わることならなんで
もOKです。普段の業務において工夫されていること、取
り組んでおられること、試薬や機器の使用経験、研究発表
などふるってご応募ください。
発表時間は20分程度を予定しておりますが、個別にご対

応可能です。他府県の日臨技会員の方もご応募いただけま
す。下記アドレスまたはお電話でご連絡を宜しくお願い申
しあげます。

日臨技申請事業病理細胞診特別講習会

日臨技申請事業
第34回 大阪病理技術研究会 一般演題募集のお知らせ

学術部 病理細胞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 大阪市立総合医療センター
さくらホール

日時 2019年11月29日（金）　18:30～20:00
（受付 18:00 ～）

参加費 会員500円非会員2,000円

講演1 病理検体を用いた免疫染色 
講師 : 神戸大学医学部附属病院　今川 奈央子

講演2 病理検体を用いた遺伝子検査
講師 : 名古屋第一赤十字病院　郡司 昌治

申込み期限 2019年12月8日（日）まで

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　



（6）大臨技ニュース

深江橋駅
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大阪メトロ中央線「深江橋駅」4番出口から徒歩7分

「体腔液・症例を見てみよう！」
大臨技 一般検査セミナーⅠ
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 検査本部 検査統括部 堺咲花病院
吉永 治代
E-mail: osaka_ippan@yahoo.co.jp

連絡先

参加費 技師会員（賛助・申請中を含む）500円非会員1,000円 

日時 2019年11月30日（土）　14:15～17:00

会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
（map:P5参照）

令和第１回目の一般検査セミナーは要望の声が大きかった「体腔液」をテーマに開催します。尿検体などと比べると触れ
る機会が少なく、学べる機会も少ない方もいらっしゃるのではないでしょうか？今回はそんな「体腔液」をテーマに症例を
交えて、お話しいただきます。
また、一般検査基礎講習会でも体腔液の髄液については毎年取り上げていますが、体腔液全体を取り上げる機会はなかな

かありませんので、基礎講習会シリーズを受講されていた方もぜひご参加いただければと思います。 皆さまのご参加をお待
ちしています。

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

14:15～14:35
「尿中微量アルブミンの意義と尿試験紙の可能性」
講師 : 栄研化学株式会社マーケティング推進室

マーケティング一部一課　山口 哲史

14:35～17:00（途中15分休憩あり）
「体腔液・症例を見てみよう！」
～胸水・腹水・関節液・髄液・おまけ？～
講師 : 広島赤十字・原爆病院 一般微生物検査課

山下 美香　

1

2

連 絡 先・
申 込 み 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

Access

昨年度に続き今年度も実習を企画しました。今回の実習は、血液系の培養細胞よりTotal RNAを抽出後、逆
転写反応によりcDNAを合成し、RT-PCRを行います。RNAの取扱いは、DNAに比べて注意が必要です。実習
及び講義を通じて理解を深めてください。

遺伝子検査講習会・実習編
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 株式会社スズケン大阪事業所
大阪市東成区深江北三丁目14番5号
TEL:06-4259-8050

定員 30名
（先着順受付け、定員になり次第締め切ります。）

日時 2019年12月7日（土）10:00～16:00
（受付9:30～）

参加費 会員 2,000円　非会員 3,000円 （昼食代を含む）

RT-PCR
「RNA抽出と逆転写、RT-PCR による
 遺伝子検出実習」

定員
30名 

申込み
受付期間 2019年11月5日（火）～11月13日（水）

■ 注意事項
※ 申込み多数の場合は、1 施設 1 名に限らせていただきます。
※ 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。 

※ 7日以内に参加可否の返信メールが届かない場合は必ず
連絡先にお問い合わせください。 

※ 参加当日は必ず大臨技（日臨技）会員証をお持ちください。
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。

申込み方法 電子メールでのみ受付します。
件　　 名 :「遺伝子検査講習会実習申込み」としてください。
記入事項 : ①氏名（ふりがな）　②会員番号（大臨技会員・

非会員）　③所属施設名・担当部署　④所属施設
電話番号・内線番号 ⑤遺伝子検査の経験

講師 サーモフィッシャーサイエンティフィックライフサイエンスソリューションズ
ライフテクノロジーズジャパン株式会社　白神　博　

10:00～11:30 「実習の説明とRNA抽出」
11:30～12:00 「逆転写反応によるcDNA合成」
12:00～13:00 「昼食休憩」
13:00～15:00 「PCR反応と電気泳動」
13:30～15:00 「PCR反応産物の確認とトラブルシュート」

（実習・講義）
15:00～16:00 「PCR応用事例の紹介」（講義）
15:30～16:00 「結果考察・質疑応答・予備」
終了時間は、16:00を予定していますが、実習の進行により延長
する場合があります。ご了承ください。

学術部 遺伝子検査部門からのお知らせ
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下記を記載のうえ、メールにて
office@osaka-amt.or.jp
まで送信してください。

1 件名：「第71回日本医学検査学会テーマ」
2 所属名、氏名、会員番号、連絡先メール
アドレス

3 学会テーマ（メインテーマ　サブテーマ）
4 テーマ考案理由

担当技師会と各回のテーマ
第65回（2016年）兵庫：Challenge　～伝統の継続と未来への進化～
第66回（2017年）千葉：Vision－夢・創造－

～臨床検査のさらなる進化と多様性を求めて
第67回（2018年）静岡：let’s go this way －その道を進もう―

～多様な役割のなかで、新たな存在価値を示す
第68回（2019年）山口：維新Innovation ～確かな知性と技術の躍進～
第69回（2020年）福島：jump to the NEXT DECADE

～臨床検査の新たな道を切り拓く～

会員交流会 報告 於：2019年9月14日（土）愛日会館

第71回日本医学検査学会　学会テーマ募集

会員交流会 報告会員交流会 報告Report

第71回日本医学検査学会　学会テーマ募集第71回日本医学検査学会　学会テーマ募集Information

2019 年度の会員交流としてコミュニケーションを
テーマに「職場を活性化するコミュニケーション」、「コ
ミュニケーションが招くクレーム」について他の病院
の職員の方と意見交換をしながら学びました。コミュ
ニケーションの基本である挨拶から始まり、メラビア
ンの法則や LIKE 効果についてグループ内で実際にゲー
ムなどを通じてその効果を実感する参加型のイベント
となり、楽しみながら改めてコミュニケーションの効
果について実感できました。後半のコミュニケーショ
ン不足が招くクレームにおいては実際に起こったク
レームを再現した映像を見てチーム内でどこが悪かっ
たのか、またどうすれば防げたのかについてグループ
でディスカッションを行いました。ディスカッション
を行う上で病院ごとによる体制や対応の違いなどが明
らかになり自身の病院にはなく、他の病院では行われ
ている苦情やクレーム対策を知って反映させる良い機
会となりました。

阪南市民病院　塩谷 衣里

９月 14 日に行われた会員交流会に参加しました。
前半の講義では職場でのコミュニケーションについて
グループワークを通じて学びました。最初は固い雰囲
気でしたが、グループワークを経るにつれとても和や
かになり班の方々と積極的にお話することができまし
た。グループワークも実践形式でとても楽しく、伝言
ゲームでは、要点だけを正確に伝えて素早くメモをす
る難しさを、身をもって体験しました。｠さらに記憶に
残っていることは「すみません」の一言で済ませない
ということです。私も助けてもらったり失敗したりし
た時につい「すみません」と口についてしまうのです
が「ありがとう」や「ごめんなさい」をしっかり言う
ことが大切だと言われ、意識して直していこうと思い
ました。｠後半では患者さんとのコミュニケーションに
ついての講義で、「聴く」姿勢の大切さを学びました。
患者さんへの対応について動画を見て意見を出し合っ
たのですが、丁寧な対応だけでなくわかりやすく相手
の立場になって対応することが大切だと改めて感じま
した。｠
今回学んだことを生かして職場の方や患者さんとコ

ミュニケーションをとっていきたいと思います。｠

育和会記念病院　樫根　碧

2022年5月開催予定の第71回日本医学検査学会関して、大阪府臨床検査技師会は大阪府
での開催に立候補いたします。
（会場：ATCホール・インテックス大阪・ハイアットリージェンシー大阪）
それに合わせて、学会テーマを募集いたします。皆様からのご意見をお待ちしております。

申 込 み
方 法

締切

11月30日（土）

参 考
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大阪医療技術学園専門学校では2019年9月28日に臨
地実習報告会が行われました。臨地実習報告会とは、卒
業学年の学生が実習をさせて頂いた企業や病院先でテー
マを決めて研究を行い、下級生の前で発表を行うイベン
トです。
9月6日に臨地実習が終わってからは報告会に向けて

抄録の作成や、パワーポイントの作成に遅くまで学校に
残り作業を行なっていました。中間報告会では教員や講
師からの厳しい指摘に涙を流す学生もいました。
当日は臨地実習先の指導者様や卒業生、御父兄など

30名を超える来賓の方にご参加いただき、分野ごと
に３つの部屋に分けて発表が行われました。下級生や
来賓の前での発表に、緊張している学生もいましたが

自信をもって発表を行っていました。発表原文を見ず
に堂々と発表している姿を見て学生の成長を感じまし
た。下級生からも質問が多く飛び出し、戸惑いながら
も学生は質問に答えていました。時には指導者の方の
フォローなどもあり臨地報告会は無事に終了すること
ができました。下級生
は次年度、臨地実習先
で研究テーマを決めて
発表する番です。この
報告会でテーマの見つ
け方、発表の仕方、質
疑応答の対応の仕方な
ど多くのことを学んで
くれたと思います。
卒業学年の学生は、これから国家試験に合格し、臨

床検査技師として働いていく中で、自己研鑽の為に学
会発表を行う機会があると思います。その時に今回の
経験を生かしてくれたらと願っております。
臨地実習先の先生方には大変お忙しい業務の中での

指導となり申し訳なさを感じております。しかしこの
数か月の学生の成長を見ていると、この経験は学生に
とって大きな財産になっていると思います。今後とも
変わらぬご指導をお願いしたいと思います。

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

「臨地実習報告会」

大阪医療技術学園専門学校 臨床検査技師科
学科長　重松 康之 

令和2年 新年互礼会のご案内

日時 2020年1月12日（日）　14:00～16:00
（受付13:30～）

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」
大阪府大阪市港区弁天1-2-1　TEL. 06-6577-1111 （代）
JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結

会費 5,000円

申込み締切日 2019年12月20日（金）まで

申込み方法 FAXまたはメールで下記事項を記載のうえ、
お申込みください。
①氏名　②会員番号　③施設名
④連絡先 施設または自宅の電話番号、メール
アドレス

申 込 み 先
お問合わせ先

大阪府臨床検査技師会 事務所
〒543-0018 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
T E L : 06-6763-5652
FAX : 06-6763-5653
Mai l : offi  ce@osaka-amt.or.jp※申込み方法の詳細は大臨技ホームページをご覧ください。

平素は公益社団法人大阪府臨床検査技師会の活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、新春を祝し、会員相互の交流と親睦を目的に下記日程にて新年互礼会を開催いたします。

大阪府臨床検査技師会は会員一人ひとりの力で支えられています。
多数の会員の方々にご参加いただきますようよろしくお願い申しあげます。

事 前
申込み制

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）:1,000円未満の事業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19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月末に発送いたしました。
*10月以降に会費を納入された方、新・再入会された方には「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

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

日臨申請事業
会員500円
非会員1,000円
（予定）

輸血検査部門 輸血症例検討会 症例検討
専門-20

2019年12月7日（土）14:30～17:30 近畿ブロック血液センター内の見学（希望者）
日本赤十字社 近畿ブロック血液センター

2019 年度日臨技 ･大臨技主催 【事前申込み制】
『ベッドサイド実践講習会』 チーム医療推進における多職種業務の理解と実践

基礎-30 5,000円
2020年1月25日（土）～26日（日） 受講対象　検体採取等に関する厚生労働省指定講習会

　　　　　受講済み者住友病院 別館

2019年度　第7回（令和元年9月12日）開催分
1. 第4回大臨技医学検査学会の趣意書を承認した
2. 2022年日本医学検査学会の誘致の準備委員会の立ち上げを承認した
3. 会計に関して、各部に中間決算報告の提出依頼を行う
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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12月号の原稿〆切は11月1日（金）、令和2年1月号は11月28日（木）です。

第4回 大臨技医学検査学会事務局
E-mail: 4thcomt@oamt.jp
第4回 大臨技医学検査学会事務局
E-mail:問合わせ先

一般演題 募集期間

一般演題の申込み方法

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

以下、日臨技ホームページ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

http://www.jamt.or.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。

一般演題募集のお知らせ終
了
間
近

一般演題の募集が締め切り間近です。ベテランさんはもちろん、発表未経験の新人さんもぜひ
チャレンジしてみてください！生物試料分析科学会学術集会との同時開催のめったにないチャンス
です！ふるってのご応募よろしくお願いします。不明な点は、事務局までお問い合わせください。

第4回 大臨技医学検査学会 専門教科
30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


