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第15回 大臨技教育セミナー第15回 大臨技教育セミナー
組織部からのお知らせ

（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

大阪府下の臨床検査教育機関の学生さんを対象にした就職先を考えてもらうためのセミナーです。「臨床検査技師は 
どこで働いているのか？」ワークショップでは各学校の卒業生に就職した先の業務内容や抱負を語っていただきます。 教育
講演は「コロナ関連なんでもお答えします。」と題し、各学校からのアンケートの回答と共に話題を提供いたします。

2021年7月10日（土） 13：30～16：00
Web開催（ライブ配信） 

無料

育和会記念病院
中央臨床検査部　田畑 泰弘
TEL : 06-6758-8000

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/0262neqjatq11.html

2021年6月21日（月）～7月5日（月）

日　時 申込方法

参加費

連絡先

　　総合司会：大阪府臨床検査技師会 組織部　田畑 泰弘　
13：30〜 13：40
　　開会挨拶　大阪府臨床検査技師会 会長　高田 厚照
13：40〜 14：40
　　司　会：大阪府臨床検査技師会 組織部　谷川　崇
　　Ⅰ. ワークショップ　働く卒業生からメッセージ
　　　 1. 病院に就職して
　　　　  淀川キリスト教病院　谷口 瑠菜（森ノ宮医療大学）
　　　 2. 治験コーディネーターについて　
　　　　  MDVトライアル株式会社　川口 知佐子
　　　　  （大阪行岡医療専門学校長柄校）
　　　 3. 微生物検査室の果たすべき役割　
　　　　  関西医科大学総合医療センター
　　　　  山本 幸之介（関西医療大学）

　　　 4. PCR 検査について　
　　　　  医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院　小畑 寿宣
　　　　  （日本医療学院専門学校）
　　　 5. 仕事と家事と育児をいかに楽しむか？
　　　　  バランスの取り方は？
　　　　  何かを犠牲にする必要があるのか？ 
　　　　  住友病院　津村 京子 （大阪医療技学園専門学校）
14：50〜 15：50
　　司　会：大阪府臨床検査技師会 組織部　上田 一仁　
　　Ⅱ. 教育講演　コロナ関連なんでもお答えします。
　　　 ～アンケートによる解答～　
　　講　師：近畿大学奈良病院 増田 詩織　
15：50〜 16：00
　　閉会挨拶　大阪府臨床検査技師会 副会長　井戸田 篤

内　容

定期講習会定期講習会

今回は、薬剤耐性菌における最近のトピックを中心に、本分野を専門とされます中村先生にご講演いただきます。臨床
微生物検査に携わる方におかれましては経験年数に関わらず知っておきたい情報かと思いますので、是非ご参加ください。

薬剤耐性菌における最近のトピック

学術部 微生物検査部門からのお知らせ

微生物検査部門

京都橘大学 健康科学部
臨床検査学科　中村 竜也

2021年7月29日（木） 18：30～20：00
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

大臨技会員 500円　非会員  1000円

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

200名（先着順）定員になり次第終了します。

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/0202151prqp11.html

2021年7月1日（木）～7月26日（月）
※事務処理の都合より締切日を過ぎてからの対応はいたしま

せんので、ご理解いただきたく存じます。

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

日　時

講　師 申込方法

申込期間

申込期間

会　場

参加費

連絡先

参加人数

ライブ
配 信

ライブ
配 信

※検査技師学校の学生の方はPassMarketの登録はしないでください。
　直接学校の方へZoomのパスコード・IDをお知らせします。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0262neqjatq11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0262neqjatq11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0202151prqp11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0202151prqp11.html


（2）大臨技ニュース

第５回は尿沈渣検査の「異型細胞類」について学びます。鑑別が難しい異形細胞の臨床的意義や鑑別のポイントについて講義し
ます。第６回では「髄液検査法」について、髄液細胞の鑑別ポイントや症例を中心に講義します。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 

（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。

大阪大学医学部附属病院
医療技術部検査部門　堀田 真希

2021年７月14日（水） 18：30～20：30

大阪市立大学医学部附属病院
中央臨床検査部　滝沢 恵津子

2021年７月７日（水） 18：30～20：30

各回200名（先着順）

医療法人寺西報恩会 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６月1６日（水）～
７月７日（水）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/

show/detail/02dq6kj4s2m11.html

2021年６月１６日（水）～
７月１日（木）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/

show/detail/0212ymrpr2m11.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６回 「髄液検査法」
　　　　  「髄液検査法」～髄液検査を基礎から学ぶ～

第5回 尿沈渣検査法④「異型細胞類」
　　　　  「異型細胞類」～細胞の見方、考え方～

8月血液形態セミナーシニア8月血液形態セミナーシニア
症例提示および解説

標本を用いた症例検討会

学術部 血液検査部門からのお知らせ

大阪赤十字病院 臨床検査科部　畑　諒祐

2021年8月5日（木） 20：00～21：00
（受付19：30～）
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

会員 500円　非会員 1,000円

地方独立行政法人市立吹田市民病院
臨床検査部　吉川 慎一
E-mail ： suitakensahematology@gmail.com

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/02j6er0iv3q11.html

2021年7月17日（土）21：00～
2021年7月31日（土）21：00
※募集人数に限りがあります。

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

内  容

内  容

内  容

講　師

講　師

講　師

参加費

申込方法

申込期間

申込期間

連絡先

定　員

申込方法

申込期間

日　時

日　時

日　時

会　場

参加費

連絡先

ライブ
配 信

ライブ
配 信

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dq6kj4s2m11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dq6kj4s2m11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0212ymrpr2m11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0212ymrpr2m11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02j6er0iv3q11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02j6er0iv3q11.html
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細胞診定期講習会細胞診定期講習会

2021年度 日臨技近畿支部 病理細胞診研修会2021年度 日臨技近畿支部 病理細胞診研修会

好評の細胞診定期講習会をWEBで開催します。今月は泌尿器と体腔液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。

泌尿器・体腔領域の細胞診
泌尿器・体腔液細胞診

動画で学ぶ病理関連技術 ～病理技師 YouTuber 集結！！～

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

日臨技からのお知らせ

病理細胞検査部門

大阪労災病院 中央検査部　岡部 美由紀

2021年7月26日（月） 19：00～20：00
（受付18：30～）
Web開催（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 ： byourisaibou21@gmail.com

2021年9月11日（土）13：00 ～ 17：00
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

日臨技会員

1,000円（振り込み手数料は受講者負担）

200名

2021年7月1日（木）～ 7月30日（金）

日臨技ホームページ・会員専用ページより
お申込みください。
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/
Account/Login.aspx

彦根市立病院 臨床検査科　豊川 純史
〒522-8539　滋賀県彦根市八坂町1882
Tel ： 0749-22-6050（内線2701）
Email ： byouri@municipal-hp.hikone.shiga.jp

※詳細は大臨技ホームページをご覧ください。

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/024hrhax8qp11.html

2021年7月1日（木）9：00～
2021年7月16日（金）24：00

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

内  容

講　師

会　場

日　時

申込方法

申込期間

日　時

対　象

会　場

受講料

参加費

定　員

連絡先

申込方法

連絡先

申込期間

　  

1.『術中迅速病理組織標本作製  ～当院の工夫～』
　  講 師 ： 日本赤十字社和歌山医療センター 病理課　真谷 亜衣子　

2.『当院におけるROSEの現状  ～検体処理から結果報告まで～』
　  講 師 ： 天理よろづ相談所病院 臨床検査部　高橋 明徳

3.『固定  ～内視鏡検体についての工夫～』
　  講 師 ： 公立丹南病院 臨床検査室　舘田　寛

4.『内視鏡生検とESD検体への対応  ～効率と質を追求して～』
　  講 師 ： 岸和田徳洲会病院 臨床検査科　大仲 知子

5.『当院における包埋  ～薄切の手技・工夫～』
　  講 師 ： 神戸大学医学部附属病院 病理部　古澤 哲嗣

6.『DNAやRNA抽出方法、NGSの実際』
　  講 師 ： 京都大学医学部附属病院 病理診断科　原　正幸　

7.『遺伝子検査  ～オンコマインDx Target Test～』
　  講 師 ： 株式会社エスアールエル　渕岡 美佐

内　容

ライブ
配 信

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/024hrhax8qp11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/024hrhax8qp11.html


（4）大臨技ニュース

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

大阪行岡医療専門学校長柄校 臨床検査科3年　朝比奈 希

臨地実習で感じたこと

より良い治療法を提案・報告できるように務められていました。
また、ICT(感染対策チーム)のように他の医療スタッフと協力し
細菌学的視点から関わることで、感染対策や適正な抗菌薬の
選択など検査だけでなく多岐に渡って活躍している姿を拝見
しました。院内感染対策においてチーム医療の重要性を感じ
ました。

また、尿検査室では尿の色調や混濁によりある程度の状態を
推測できることを教えて頂きました。尿沈渣の鑑別ではカルテ
と照らし合わせることの重要性、定性試験と沈渣所見を比較し
考えられる病態を推測。幅広い病気の知識や関連した所見を
把握していないと見落とす恐れがあるため、改めてスクリー
ニングの重要性を感じました。

臨地実習を通して、病院でしか学ぶことのできないことを
沢山経験させていただいております。どの検査にも共通して
言えることが、「検査の背景には患者さんがいる」ということです。
臨床背景を理解し、治療の根本となる検査の在り方について
考えられる臨床検査技師になれるよう励みたいと思います。

はじめに、新型コロナウイルスが流行している中、私達実習
生を受け入れてくださった施設関係者の皆様、誠にありがとう
ございました。今年度は無事4月から臨地実習をスタートする
ことができ安心していましたが、3週目を迎えた頃、緊急事態
宣言が発出されると同時に実習中断となりました。各病院に
よって対応が異なり、自宅待機中は周りに置いていかれている
ように感じていました。幸い、私の実習先の病院ではすぐに
再開されたため心をすり減らすことなく向かうことができて
います。

臨地実習が始まり、実際に臨床の現場で勉強させて頂いて
学校での勉強と大きな差を感じました。生理機能検査では直接
患者さんと向き合う場面が多く、患者さんへの丁寧な対応には
感銘を受けました。また、超音波検査では自分の判断した結果
がそのまま反映されることが多く、見落としがないよう様々な
方向から検査することで患者さんの状態を反映した結果が得
られることを学びました。細菌検査では起因菌の特定だけで
なく薬剤耐性なども考慮して同定検査を行うことで患者さんに

心電図判読講座心電図判読講座
学術部 生理検査部門からのお知らせ

2021年7月10日(土)～2021年7月20日(火)
配信日までに視聴用URLが届かない場合はお問
い合わせください。

オンデマンド配信
※事前申込期間は終了しています

Zoomを用いたライブ配信
※事前申込期間は終了しています

2021年7月17日(土) 14：00～16：00
チケット購入後にZoomミーティング参加に関す
る情報をお送りします。前日までに届かない場合は
お問い合わせください。

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

配信期間 会　場

会　場日　時

「初心者～初級者向けコース」 シリーズ最終章「初心者～初級者向けコース」 シリーズ最終章  （第５回目）（第５回目）

「中級向けコース」 スキルアップ心電図判読トレーニング「中級向けコース」 スキルアップ心電図判読トレーニング

連絡先 馬場記念病院　山崎 功次　
E-mail ： yamasaki70tom@gmail.com



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

大臨技ニュース（5）

■ 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。

【ご注意】 6月末時点で会費未納の方はニュース等の発送を中止いたしますのでご了承ください。

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
＊ 会費を納入された月の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。

表彰者のお知らせ表彰者のお知らせVoice

多年にわたり公衆衛生事業のために献身的活動を
続け、その功績が特に顕著であり、その事業に携わる者
の模範となる者を表彰する

一般財団法人　日本公衆衛生協会会長表彰
（令和 2 年度公衆衛生事業功労者）
杉山 昌晃 副会長　
厚生労働大臣表彰

（令和 2 年度公衆衛生事業功労者）
酒井 正容 前副会長
※表彰式は新型コロナウイルス
　感染症の拡大防止の観点により、
　開催中止となりました。 左：酒井前副会長　右：杉山副会長



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8月号の原稿〆切は7月1日（木）、令和3年9月号は7月31日（土）です。

（6）大臨技ニュース

第71回日本医学検査学会 第71回日本医学検査学会 inin大阪大阪

全国学会の大阪での開催は24年ぶりとなります。皆様をお迎えしての対面形式とより多くの方に参加してもらえるようオンデ
マンド配信での開催となります。

従来の大会とは一味異なる大阪色を出した特別企画やポスターセッションを計画しています。

一般演題募集は今秋からを予定しています。多くの方々に応募していただき学会を盛り上げていただけますよう、参加をお願い
いたします。

躍動！次代へ繋ぐ臨床検査 ～challenge for the future～

お知らせ

2022年5月21日（土）～22日（日）
ATCホール（アジアトレードセンター）
ハイアットリージェンシー大阪
+オンデマンド配信

2021年10月1日（金）～11月30日（火）

学会ホームページ
http://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/

第71回日本医学検査学会広報ビデオはこちら
https://youtu.be/ZBsn0HSaTNo 

日　時

会　場

一般演題募集期間

学　会　長　　髙田 厚照 （関西医科大学総合医療センター 臨床検査部）
実行委員長　　増田 詩織 （近畿大学奈良病院）
主　　　催　　一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
担　　　当　　公益社団法人　大阪府臨床検査技師会

http://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/
https://youtu.be/ZBsn0HSaTNo

