
1 火  生理検査部門 心エコ－図読影講座
会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2階講義室
時　間: 18：30～20：00
参加費: 会員7,000円　非会員8,000円（全7回分）
連絡先:（E-mail)西宮渡辺心臓・血管センター　川崎 俊博

（kawasaki4552@gmail.com）
2 水
3 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）600円　非会員（他府県会員含む)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】）

4 金 2015年10月行事予定・大臨技ニュース締め切り
5 土 吹田市健康展（第32回 みんなの健康展）

会　場: 吹田市文化会館（メイシアター）
時　間: 12：30～17：00
第22回 SP研究会 講演会

「～検体測定室の現状と臨床検査技師のかかわり方～」
1. 「地域包括ケアから見た臨床検査のゆくえ」

講　師: 和光純薬工業（株）　瀬戸口 浩二郎
2. 「薬局における検体測定室の実際」

講　師: ダイドー薬品（株） 山本保健薬局　山本 新一郎
3. 「検体測定室の考え方・現状と今後の展開」～ケアプロの事例を通じて～

講　師: ケアプロ（株）　落合 拓史
会　場: 大阪歴史博物館 4階講堂
時　間: 13:45～16:30
連絡先:（TEL）（株）ＨＮＣ 本町オフィス　野村　 （06-4705-6388）

6 日 吹田市健康展（第32回 みんなの健康展）
会　場: 吹田市文化会館（メイシアター）
時　間: 8：30～16：30

7 月
8 火
9 水
10 木  臨床化学検査部門 講演会

「検査値は採血条件でこれだけ変わる！」
講　師: (株）積水メディカル 松本 美枝
会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
時　間: 18：30～20：00
参加費: 会員500円　非会員1,000円
連絡先: 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

11 金
12 土  多職種公開講座

第5回 中央地区地域オープンセミナー
「CT検査の頭部・胸部・腹部の画像診断-基礎からの読影-」
1. 「CTの基礎と頭部編」

講　師: 育和会記念病院　渡邊 博隆
2. 「胸部編」

講　師: 堺市立総合医療センター　藤原　健
3. 「腹部編」

講　師: 堺市立総合医療センター　大西 国允
会　場: あべのメディックス 6階ホール
時　間: 14:30～17:00
参加費: 参加費：500円（一律）　
連絡先:（E-mail）大阪府済生会野江病院　森　啓悟

（kensa@noe.saiseikai.or.jp）
13 日
14 月  病理細胞検査部門 細胞診定期講習会

1. 「乳腺の細胞診」
講　師: 大阪府立成人病センター　龍　あゆみ

2. 「甲状腺の細胞診」
講　師: 隈病院　鈴木 彩菜

会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
時　間: 18：30～20：30　　　　　　　
参加費: 会員1,000円、非会員1,500円
連絡先:（E-mail）星ヶ丘医療センター　三原 勝利

（kattu310a@gmail.com）
15 火  多職種公開講座

チーム医療部門 糖尿病療養指導部会 定例勉強会
1. 「施設紹介・活動報告～CDEJとして」

講　師: 市立ひらかた病院　山本 広世

15 火 2. 「これって何の検査ですか？～とある生理検査室での日常，超音波検査を中心に～」
講　師: 住友病院　津村 京子

会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
時　間: 19：00～20：30
参加費: 500円（一律）　
連絡先:（E-mail）ふくだ内科クリニック　横山 有子　（ariko0219@gmail.com）

16 水 ●総務・会計部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30
17 木  日臨技推進事業

 生理検査部門 定期講習会
「日常循環器診療に必要な睡眠呼吸障害の知識」
講　師: 西宮渡辺心臓・血管センター　民田 浩一
会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室　
時　間: 18：30～20：00
参加費: 会員1,000円　非会員2,000円
連絡先:（E-mail)西宮渡辺心臓・血管センター　川崎 俊博

（kawasaki4552@gmail.com）
●地区事業部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30

18 金 ●情報組織部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30
19 土
20 日
21 月 敬老の日
22 火 国民の休日
23 水 秋分の日
24 木  微生物検査部門 定期講演会

「蚊媒介感染症（マラリア・テング熱等）」
講　師: (株）アリ－アメディカル　原　哲郎
会　場: 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
時　間: 18：30～20：00
参加費: 会員500円　非会員1,000円
連絡先:（E-mail)大阪赤十字病院　市村 佳彦　（y.ichimura.orc@gmail.com）

25 金
26 土 ●検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会

会　場: ホテルNBC（中之島センタービル） 3階雪の間
時　間: 9：00～17：00

 日臨技推進事業
血液検査部門　凝固セミナ－(基礎）
1. 「技師に必要なDOACs情報」

講　師: (株）アイ・エル・ジャパン　阪田 敏幸
2. 「教科書にはのらない凝固のウソ・ホント！」

講　師: 京都府立医科大学附属病院　由木 洋一
会　場: あべのメディックス 6階ホール
時　間: 14：20～：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】）

27 日  ●検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会
会　場: ホテルNBC（中之島センタービル） 3階雪の間
時　間: 9：00～16：00

28 月
29 火 ●学術部会 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：30
30 水  日臨技推進事業 免疫血清検査部門 定期講演会3(初級講座）

1. 「HCV遺伝子検査～基礎からのおさらい」
講　師: 大阪医科大学附属病院　中原 栄子

2. 「肝炎マーカーの読み方・考え方～C型肝炎ウイルス」
講　師: (株）オーソ・クリニカル・ダイアグノティクス　塩見 選矢

会　場: 大阪医科大学講義実習棟 学Ⅰ講堂
時　間: 18：30～20：00
参加費: 会員500円　非会員1,000円
連絡先:（E-mail)大阪医科大学附属病院　山本 憲司

（kns073@poh.osaka-med.ac.jp）
●常務理事会 会 場：大臨技事務所 時 間：18：30～19：00
●学会事務局会議 会 場：大臨技事務所 時 間：19：00～20：00

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！★

★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。

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 9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

 http://www.osaka-amt.or.jp/


