
1 木
2 金
3 土
4 日 2015年2月行事予定・大臨技ニュース締め切り
5 月
6 火
7 水
8 木  血液検査部門　

「形態セミナー シニア」（正会員+オブザーバー）
会　場: 大阪府済生会中津病院　南棟２階講堂
時　間: 18：30～20：00 参加費: 会員(オブザーバー）500円
連絡先:（TEL）星ヶ丘医療センター　稲田　孝　（072-840-2641【内線298】）

 臨床化学検査部門 講演会
「知っておきたい分析前段階におけるデータの変動要因」
１．「ガイドラインに沿った標準採血法」
講　師: ニプロ（株）｠ 市川  裕之

２．「検体前処理における検査値の変動」
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院｠｠ 上野 信弥

会　場: 大阪医療技術専門学校 　
時　間: 18：30～20：00 参加費: 会員500円、非会員1,000円
連絡先:（E-mail）岸和田徳洲会病院　山中 良之 

（Yoshiyuki.yamanaka@tokushukai.jp）
●大臨技理事会 会 場：大臨技事務所 時 間：18：30～19：30
●学会実行委員会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：30～20：30

9 金
10 土  輸血検査部門 （日臨技申請事業）

「輸血中級講座 」
１．「抗白血球抗体、抗血小板抗体と輸血効果ならびに輸血副作用との関わりについて」
講　師: 日本赤十字社　高　陽淑

２．「新生児の輸血療法」
講　師: りんくう総合医療センター　和田 芳郎

会　場: 大阪医科大学 看護学部看護学科講堂
時　間: 15:00～17:00 参加費: 会員1,000円 、非会員2,000円
連絡先:（E-mail）大阪府済生会中津病院　深田 恵利奈

（yuketsu_osaka@yahoo.co.jp）
11 日
12 月
13 火
14 水
15 木 ●情報組織部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30

●地区事業部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30
16 金  生理検査部門　

超音波技術研究会 特別講演会　「下腹部痛における超音波診断」
講　師: 東邦大学医療センター大森病院　丸山 憲一
会　場: 住友病院　14階講堂
時　間: 18:30～20:15 参加費: 会員500円、非会員1,000円
連絡先:（E-mail）住友病院　尾羽根 範員　(obane-norikazu@sumitomo-hp.or.jp)

17 土 第30回 体液･代謝管理研究会年次学術集会
「体液代謝管理30年のあゆみ」
会　場: 千里ライフサイエンスセンター

山村雄一記念ライフホール 501・502・503号室
時　間: 9:00～17:00 参加費: 5,000円 （どなたでも参加できます）
連絡先:（E-mail)近畿大学医学部附属病院　増田 詩織

（shiori.masuda@sayama.med.kindai.ac.jp）
18 日
19 月
20 火 ●渉外部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30
21 水  生理検査部門 特別講演会

「肺高血圧症」
18：20～　製品紹介「トラクリア錠62.5mg」
アクテリオンファーマシューティカルズジャパン(株)
１．「肺高血圧症における心エコー検査のポイント
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院　安保 浩二

２．「CTD-PAHの患者の対応-寒さ大敵-」
講　師: 大阪大学大学院医学系研究科　嶋 良仁

３．特別講演 「肺高血圧症の診断と最新の治療」
講　師: 国立循環器病研究センター　大郷｠ 剛

会　場: コングレコンベンションセンター B2F Room 1
時　間: 18：30～20：30 参加費: 会員500円、会員1,000円
連絡先:（E-mail）大阪市立大学医学附属病院　安保 浩二

(kaboreinaren@gmail.com)
●総務・会計部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30

22 木

23 金  多職種公開講座　ICT部会講習会
「これだけはやっておきたいＩＣＴラウンドのために臨床検査技師が
知っておきたいポイントと微生物の特徴について」
講　師: 神戸大学医学部附属病院　中村 竜也

大阪市立大学医学部附属病院　中家 清隆
会　場: 大阪市立大学医学部学舎 ６階中講義室２
時　間: 18：30～20：00 参加費: 500円（一律）　
連絡先:（E-mail)大阪市立大学医学部附属病院　中家 清隆

（m1357265@med.osaka-cu.ac.jp）
24 土  免疫血清検査部門 特別講演会

「心疾患～あらゆる角度から眺めてみよう」
１．心筋トロポニンI 高感度測定の意義
講　師: アボットジャパン（株）　青木 和雄

２．概説：心疾患バイオマーカー
講　師: 市立芦屋病院　上田 一仁

３．心疾患における生理検査（心電図・エコーを中心に）
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院　安保 浩二

４．心疾患と脂質・高感度CRPについて
講　師: 積水メディカル（株）　金田 幸枝

５．循環器疾患におけるバイオマーカーの役割
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院　杉岡 憲一

会　場: 大阪医科大学 臨床第二講堂
時　間: 14：30～18：00 参加費: 会員1,000円、非会員2,000円
連絡先:（E-mail）大阪大学大学院　上田 一仁　（k.ueda@ashiya-hosp.com）

 血液検査部門 特別講演会（日臨技申請事業）
１．「ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR DX試薬」のご紹介
講　師: シスメックス（株）　吉本 倫子

２．骨髄生検標本でわかること
講　師: 大阪市立総合医療センター　井上 健

会　場: あべのメディックス ６階
時　間: 14：30～17：00 参加費: 会員500円、非会員1,000円
連絡先:（TEL）星ヶ丘医療センター　稲田　孝　（072-840-2641【内線298】）
日臨技 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会　
会　場: 関西医科大学 枚方キャンパス 加多乃講堂 
時　間: 9：00～17：50 参加費: 会員10,000円、非会員30,000円

25 日  平成26年度 日臨技近畿支部 臨床一般検査分野研修会  
「臨床から学ぶ一般検査の役割」　　　　　　　　　　 　
会　場: 京都保健衛生専門学校 ５階講堂
時　間: 9：30～16：10
連絡先:（E-mail）京都桂病院　仲間 美乃　(yopinomode@yahoo.co.jp)
日臨技 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会　
会　場: 関西医科大学 枚方キャンパス 加多乃講堂 
時　間: 9：00～17：50 参加費: 会員10,000円、非会員30,000円

26 月
27 火
28 水 ●常務理事会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30
29 木
30 金  「病理・細胞診特別講習会 」（日臨技推進事業）

１．呼吸器新WHO分類と組織像
講　師: 大阪市立総合医療センター　井上　健

２．呼吸器新WHO分類と細胞像－腺癌を中心に－
講　師: 大阪府立成人病センター　竹中 明美

会　場: 大阪市立総合医療センター さくらホール
時　間: 18：30～20：30 参加費: 会員1,000円、非会員2,000円
連絡先:（E-mail）星ヶ丘医療センター　三原 勝利　（kattu310a@gmail.com）

31 土  府民公開講座
平成26年度 大臨技・大放技 合同フォーラム
「肝がんの診断と治療のトピックス」
教育講演Ⅰ
１．「肝がんの血液検査」
講　師: 市立芦屋病院  上田 一仁

２．「肝がんの超音波像」～肝細胞がんを中心に～
講　師: PＬ病院　森　雅美

教育講演Ⅱ
１．「肝臓領域のMRI」
講　師: 大阪赤十字病院　高津 安男

２．「肝がんでのCT・IVRの役割とは？」
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院　市田 隆雄

特別講演｠ 「肝がんの診断と治療のトピックス」
講　師: 関西医科大学香里病院　広原 淳子
会　場: 大阪府医師協同組合本部 ８階
時　間: 14：00～16：50 参加費: 無料
連絡先:（E-mail）市立豊中病院　清水 隆之　（akane@mub.biglobe.ne.jp）

★講演会・講習会参加時は必ず会員証をご持参ください★
入会および継続申請中の方は会員証の代わりとして、会費振納入後の
郵便振込み用紙領収書または会員登録証明ハガキを提示してください。

会員証の提示がない場合は、非会員扱いとさせていただきます。★ご注意！★

天候等の影響で開催が危ぶまれる際は
大臨技ホームページの
「大臨技行事予定カレンダー」にある情報を
当日にご確認ください。

天候等の影響で開催が危ぶまれる際は
大臨技ホームページの
「大臨技行事予定カレンダー」にある情報を
当日にご確認ください。

重 要 な
お知らせ

行 事 内 容

Event Schedule Table 2015 1月 大臨技 行事予定表 ※基礎=日臨技生涯教育点数 基礎教科
※専門=日臨技生涯教育点数 専門教科

携帯からも行事予定表を見ることができます！ http://www.osaka-amt.or.jp/


