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【会員公示】
2020大臨技役選発第３号

会員各位
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　吉本 勝美

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2021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の定款第21条ならびに組織運営規程第９条及び役員候補者選出規程に則り、
2021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。

記

1．公示日と公示の有効期限
公示日を2021年３月17日とし、公示日から2021年度定時総会開催日2ヵ月前までの2021年４月17日までを公示
の有効期限とします。 

2．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。

3．役員候補者の審議と決議
理事候補者は、役員候補者選出委員会において審議し、2021年度定時総会において役員候補者選出委員長
から理事の選任決議事項として提案します。 

4．役員候補者名簿の公示
理事候補者名簿は、2021年度定時総会開催日の２週間前までに公示します。 

5．役員の定数
理事は12名以上18名以内とします。 

6．会長・副会長・常務理事
会長・副会長・常務理事は、2021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。

7．役員の任期
理事の任期は、2021年度定時総会における決議後から、2022年度定時総会の決議終了までの１年間とします。

8．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

役員候補者選出委員名簿

お知らせ

第71回日本医学検査学会　大阪開催決定第71回日本医学検査学会　大阪開催決定

今までの大臨技医学検査学会で培われた若い力と先輩諸氏と力を合わせ、経験の上に新しい感性を乗せた未来志向型
の学会運営で全国から来阪される仲間をおもてなししたいと思います。
「新しいものは大阪から」で大阪の力を全国に示しましょう。多くの会員の方に積極的に参加していただき一致団結

して頑張りましょう。

2022年5月21日（土）～22日（日） ATCホール＆ハイアットリージェンシー（大阪市住之江区南港北）会　期 会　場

躍動！次代へ繋ぐ臨床検査 ～Challenge to the future～

 

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
吉本 勝美（委員長） 自宅
辻　 義則 自宅
武岡 真由美 松下記念病院

南地区 池田 勝美 寺田萬壽病院
三平 りさ 府中病院
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府民公開講座 【大臨技がんフォーラム2021】府民公開講座 【大臨技がんフォーラム2021】

渉外部からのお知らせ
（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

■ 事前申請期間 ( 厳守 )
2021 年 3 月 1 日（月）～ 2021 年 3 月 12 日（金）

■ 事前申請用メールアドレス
cancer.forum.oamt@gmail.com

（※会員番号・氏名・所属・連絡用メールアドレスを明記）
申請後、生涯教育研修報告書 提出用メールアドレスを返信
いたします。

日臨技会員かつ大臨技会員のみ（要）事前申請 および（要）生涯教育研修報告書提出
（※注意 上記会員以外は生涯教育登録不可となります。）

■ 生涯教育研修報告書 提出期間 ( 厳守 )
2021 年 3 月 13 日（土）～ 2021 年 3 月 31 日（水）

（※会員番号・氏名・所属・連絡用メールアドレスを明記）
生涯教育研修報告書 確認後に生涯教育登録用パスワード
を送信いたします。

■ 生涯教育登録期間
2021 年 3 月 31 日（水）～ 2021 年 4 月 29 日（木）
上記期間内にご自身で登録をお願いいたします。

がん検診の現状や注目されているがんゲノム医療に関して詳しくわかりやすくご講演いただきます。

多根記念眼科病院 医療技術部　北川　篤　　atkitagawa@gmail.com

「がんゲノム医療にせまる！」

Five/5

日臨技生涯教育登録

大臨技 渉外部大臨技 渉外部
New YearNew Year  55  Web PresentsWeb Presents

配信期間内は 視聴自由（無料：どなたでもご覧いただけます）ですので、
大臨技ホームページ (http//www.osaka-amt.or.jp) よりアクセスいただきご覧ください。

大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課　課長  中谷 健志

Ⅰ　大阪府におけるがん検診の現状
講師

フリーアナウンサー　伊東 正治司 会

慶應義塾大学病院 臨床検査科 ゲノム検査室　柳田 絵美衣

Ⅱ　知っていますか？ 「がんゲノム検査」
講師

大阪国際がんセンター副院長　玉木 康博 

Ⅲ   乳がんとゲノム医療
講師

フリーアナウンサー　豊島 美雪

Ⅳ　乳がん発症から14年 〜カラダとココロの変遷記〜
講師

配信期間 ： 2021年3月13日（土）～2021年3月31日（水）
大臨技ホームページ http//www.osaka-amt.or.jp
より配信いたします

自 由視 聴

評価対象

　 講演（予定） 　 パネルディスカッション（予定）

2021年3月28日（日）20:00～ 
MBSラジオ　サンデーカルチャーナイト

　 ラジオ放送（予定）

　 WEB配信（無料）どなたでもご覧いただけます

New Year 5 Five Presents 日臨技生涯教育登録についての問合わせ
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組織部からのお知らせ

精度管理部

令和2年度令和2年度 認知症対応力向上研修会 認知症対応力向上研修会（Webセミナー）（Webセミナー）

令和３年度（第14回）令和３年度（第14回）  臨床検査デ－タ標準化事業のご案内臨床検査デ－タ標準化事業のご案内

今年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、本会でも多くの事業が「中止・延期・様式変更」となっており
ます。その中で今回、認知症対応力向上研修会は「ライブ配信」で開催させていただくこととなりました。

1 目的
日臨技は平成23年度より、標準化されかつ精度が十分に

保証されていると評価できる施設に対し、精度保証施設認証
の制度を始めました。この施設認証を取得するためには、
日臨技のサーベイに参加していること、都道府県技師会精度
管理調査に参加していることが必修条件となっています。

この都道府県技師会精度管理調査が大阪では、大臨技
臨床検査データ標準化事業のサーベイに当たります。

今年度も精度管理調査を行いデータ標準化を推進して
いきます。多くの施設のご参加をお願い申しあげます。

　　　
2 臨床検査データ標準化推進項目

■ 臨床化学 （含窒素成分）TP,Alb,T-Bil,UN,Cre,UA
 （電解質）Na,K,Cl,Ca,IP,Fe, 
 （脂質）TC,HDL-C,LDL-C,TG
 （酵素）AST,ALT,LD,ALP,γGT,CK,AMY,ChE
 （糖質）Glu, HbA1c
■ 免疫　CRP
■ 血液　RBC,WBC,Hb,Ht,PLT,MCV

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合も有りますのでご了承ください。その場合は、追って連絡いたします。

3 参加費用
3,000円
なおウェットケミストリーとドライケミストリーの両測定法で
の参加施設については5,000円とさせていただきます。

4 精度管理調査実施予定日
2021年6月7日(月)

5 参加申し込み方法
昨年同様、2021年4月1日より4月30日までに日本臨床衛

生検査技師会ホームページ（http://www.jamt.or.jp/）から
臨床検査精度管理調査の都道府県精度管理調査よりＷｅｂ
登録をお願いします。ただし150施設限定とし先着順となり
ます。予定数を超えた時点で申込みを終了させていただきます
のでご了承ください。

日臨技会員でない施設の方は、JAMTQCのログイン画面
の下にある『施設登録の無い方』というメニューから新規施
設の登録申請をしていだく必要があります。日臨技で登録作
業を行い、施設番号と施設パスワードが返信されます。この
施設番号と施設パスワードにて日臨技HP（日臨技精度管理
調査）から申し込みください。

無料（令和2年度大臨技 Web 開催事業のため）

事前申込み者には配信開始日までに
閲覧用URLを連絡させていただきます。

関西医療大学 保健医療学部
臨床検査学科  上田 一仁
E-mail：liverpool.unitedkingdom@gmail.com

天理医療大学 医療学部　山西 八郎　　　　　　　　　　 yamaha@tenriyorozu-u.ac.jp
京都府立医科大学附属病院 臨床検査技術科　山本 裕之 senpukinoiranaikisetsu@yahoo.co.jp

5単位（予定　日臨技申請中）
※評価点および認知症単位取得に関する要領は、

事前申込み者に改めて連絡させていただきます。

日臨技ホームページ会員専用サイトから
事前申込みをお願いします。

申込み方法

令和3年3月1日（月）～3月5日（金）
※日臨技非会員の方は下記連絡先までメールで

お申込みください。

受付期間

20名（多職種公開講座のため非会員も可）募集人数

2021年3月6日（土）14:00～18:00（ライブ配信）開催日

参 加 費

配信方法

連絡先

連絡先

認知症単位

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

済生会中津病院　大井 茂昭

講義1：「認知症」基礎講座
講師

講義2：神経心理学的検査総論
　　　 (MMSE・HDS・ADAS・TDAS)

大阪医科大学附属病院　麻野 秀一講師

特別講義：「認知症対応に活かす
　　　　　アンガーマネジメント」

日本アンガーマネジメント協会　下垣内 信子講師

実  習：神経心理学的検査実習
　　　 (MMSE・HDS・ADAS)

いわた脳神経外科クリニック　 是枝 真由美
済生会中津病院   大井 茂昭
博悠会名取病院   北林 祥代

講師

　 研修内容

14：00～
14：45

14：45～
16：15

16：15～
17：00

17：00～
18：00
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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

森ノ宮医療大学 保健医療学部 臨床検査学科　脇　英彦

医療人としての臨床検査技師にこれから必要なこと

伝え、受け入れてもらえなければ意味を持ちません。
コミュニケーションスキルで最初に必要なことは「聴く」、

「伝える」技術の習得です。この技術は模擬患者を相手にロール
プレーで行い、第三者の客観的評価で上達します。積み重ねる
ことで患者さんとの対話に必要な場づくり、傾聴、質問、共感
などの基本的なコミュニケーションスキルを高めることができ
ます。

次に言葉以外のコミュニケーションの向上です。非言語
コミュニケーションには医療者のしぐさ、表情、視線などが含
まれます。患者さんを不安にさせることのないように身だしなみ
を整える、清潔感を保つ、ことが基本的に大事なことです。

患者さんが言われて嫌な言葉に「頑張って」があります。患者
さんと家族は大きな不安をもって病院にきています。外来で
不安げにそわそわ座っている光景を見たことはありませんか？
その折に言われた「頑張って」は時に「頑張るのは患者と家族
で医療者は頑張らない、」と捉えられることもあります。笑顔で
ゆっくりと「一緒に頑張りましょう。」と声をかけることも大事
です。

最近は根拠に基づく医療（EBM）が注目されがちですが、
それと同じぐらい患者さんとの対話の基づく医療（NBM）が
重要になってきています。患者さんの社会的状況と価値観は
各々異なっています。それぞれに一番良い医療は何か？対話を
通して探り当てていく姿勢が今後の臨床検査技師に必要と思い
ます。

病気の診断の多くは、身体所見、分析系検査と画像検査から
行われます。かつては医師個人の力量に負うところが大きかった
のですが、最近は診断・治療のチーム化が進み、医師を中心と
する多職種の連携のもとに、多種のデータから病気を診断する
ことが多くなっています。そのデータを提供するのが、臨床検
査技師です。

■「医師から他職種へのタスク・シフティング」
働き方改革の一環として、医師の過重労働が問題視され、

厚生労働省は2024年4月から「医師の時間外労働上限」を適用
する（すべての医療機関で960時間以下を目指す）方針を打ち
出しました。それに伴い、臨床検査技師は検査前の説明、検査
の実施、検査後の説明など、医師の具体的な指示の下、診断に
繋げる一連の検査業務体系を進める時代がやってきました。

■「臨床検査技師のコミュニケーションスキルアップ」
現状、臨床検査技師は患者さんとその家族に向き合っている

でしょうか？
正直そうではないと思います。言い換えれば、「そのような

教育を受けたことがない。」が現状ではないでしょうか。
国民誰もが世界最高レベルの治療を受けられるわが国に

おいては、医療の価値も患者満足度も、医療者との信頼関係が
重要なポイントになります。信頼関係を築くためにはコミュニ
ケーションのあり方が必要です。コミュニケーションスキルはこれ
から臨床検査技師が習得すべき技術となってきます。どれほど
最新の機器で高度な検査をするにしても、患者さんに必要性を

開催行事予告編 詳細は4月号に掲載いたします。

事業名/日時・会場 内　容 評価点 参加費

Webセミナー（Zoom）
多職種公開講座
組織部 チーム医療部門
糖尿病療養指導部会 定例勉強会  

日時  2021年4月20日（火）
　　　　19:00～20:30

事前申込み制
「高齢者糖尿病の療養指導のポイント」

講師  日本生命病院　糖尿病看護認定看護師　角南 ちえ子
基礎－20 500円（一律）

学術部　血液検査部門
「血液形態・
ジュニアコース2021（全7回）」

日時  2021年5月22日（土）
　　　　14：30～17：00
大阪医療技術学園専門学校

日常検査に沿った形態の基礎と標準化（予告）
初心者を対象とした血液形態セミナー（顕微鏡実習）
本年度は3密を避けるため募集人数は例年の半数となります

（大臨技会員のみ）
※COVID-19感染状況によっては開催日時の変更あるいは中止することが

あります。

専門－20
10,000円

（7回一括）
大臨技会員のみ

Webセミナー
学術部　血液検査部門

「血液形態・シニアコース ガイダンス」
日時  2021年4月8日（木）

　　　　20：00～21：00

ガイダンスのお知らせ（予告）
経験者のレベルアップと会員の情報共有
本年度よりWEBセミナーとなります。

専門－20 無 料



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4月号の原稿〆切は3月1日（月）、令和3年5月号は4月1日（月）です。

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
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■ 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、日臨技にて口座振替の登録をされている口座から3月1日（月）
に自動引落しされます。
残高不足等の事由により振替が出来なかった場合は3月29日（月）に再度振替が行われます。
＊ 会費の口座振替を登録している口座へ忘れずにご入金をお願いします。
＊ 日臨技へ口座振替の登録をされていない方は日臨技へ確認のうえ登録をしてください。
＊ 日臨技へ直接お振込みされている方は日臨技より2月下旬に送付される払込票にて3月31日までにお振込み願います。
※ 詳細は日臨技ホームページをご参照ください。

2. 大臨技のみに入会されている方
大臨技年会費5,000円をお振込みください。
※ 詳細は大臨技ホームページをご参照ください。

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
＊ 3月1日までに会費を納入された方には3月末頃に発送いたします。

それ以降は当月末までに会費を納入されましたら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り込まれた時の「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（必ず3月31日（必着）までに退会手続きを行ってください。）

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。


