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1.	新型コロナウイルス感染拡大防止のため委任状での参加を推奨します。
2.	総会に出席される会員の方は、事前申込み制となりますので大臨技事務所
までご連絡（TEL06-6763-5652）をお願いします。

3.	総会に欠席される会員の方は、同封の「委任状」を、総会出席委任状在中
の封筒で、6月7日(月)	まで（必着）に、当会事務所へご返送ください。

4.	提案事項は議事進行上、あらかじめＡ４版用紙に記載して、6月7日(月)まで
（必着）に、当会事務所へ郵送してください。

	 １．	開会の辞
	 ２．	会長挨拶
	 ３．	表彰
	 ４．	議長選出
	 ５．	議長挨拶
	 ６．	総会役員選出
  １）資格審査委員兼議事運営委員任命
  ２）書記任命
	 ７．	資格審査報告
	 ８．	議案審議
  １）第１号議案　2020年度事業報告に関する件
  ２）第２号議案　2020年度決算報告に関する件
  ３）第３号議案　2020年度監査報告に関する件
  ４）第４号議案　2021年度役員選任に関する件
  ５）第５号議案　その他
	 ９．	総会役員解任
	１０．	議長挨拶
	１１．	閉会の辞

公益社団法人公益社団法人
大阪府臨床検査技師会大阪府臨床検査技師会「2021年度 定時総会」「2021年度 定時総会」
お知らせ

2021年6月17日（木） 19：00～19：30
ＯＭＭ展示ホール・会議室204号+205号（2階）
〒540-6591大阪市中央区大手前１丁目７−３1
京阪電車「天満橋」駅東口、地下鉄谷町線「天満橋」駅
北改札口からOMM地下2階に連絡
http://www.omm.co.jp/conference/access/index.html

定時総会に関するお願い

日　時
総会次第

会　場

アクセス

（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
30点

心電図判読講座心電図判読講座  ～中級編～～中級編～

特別企画講習会特別企画講習会

お待たせしました！【スキルアップ！心電図判読トレーニング】と題して、心電図判読講座の中級編となる講座を開講します。第一部
は判読トレーニング編	として、受講生の皆さんに心電図解析をしてもらいながら判読解説をします。第二部は判読スキルアップ編
として、病態・治療を考えながら判読解説をしていただき、心電図を'診る'力を養います。
Zoomを利用したオンラインセミナーですので経験豊富な先生に直接ご質問も可能です。ぜひともご利用ください。

まだまだ収束の兆しが見えないCOVID-19感染症ですが、日々の検査業務での感染対策はどのようにしていますか？特別企画として
『コロナ禍における健診業務を踏まえた生理検査業務対応』と題して感染対策の講習会を行います。オンデマンド配信ですので期間中
はいつでもご覧いただけます。日々の感染対策の参考になればと思います。

スキルアップ！心電図判読トレーニング

学術部 生理検査部門からのお知らせ

生理検査部門

生理検査部門

2021年7月17日（土） １４：００～１６：００
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

（受講者には、後日オンデマンド配信予定）
200名
馬場記念病院　山崎 功次
E-mail：yamasaki70tom@gmail.com

2021年6月15日（火）～2021年6月30日（水）
Webを用いたオンデマンド配信
2021年6月1日（火）～6月10日（木）

会員 １,０００円　非会員 ２,０００円
右記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/02rbhi8493n11.html

2021年6月15日（火）～6月25日(金)

右記PassMarketリンクまたはQR
コードから参加チケットを申込み
ください。
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02xmmgf0hpn11.html

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

配信期間

参加費

申込方法

定　員

申込期間

申込方法

申込方法

連絡先

第一部　判読トレーニング編 60分
講師：馬場記念病院 検査部　生理検査科　子甫　徹

第二部　判読スキルアップ編 60分
講師：大阪市立大学医学部附属病院　安保 浩二1 2

講　師 ： 大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部　堂前 有加
コロナ禍における健診業務を踏まえた生理検査業務対応

（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

オンデマンド
配 信 無 料

参加費

http://www.omm.co.jp/conference/access/index.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02rbhi8493n11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02rbhi8493n11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02xmmgf0hpn11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02xmmgf0hpn11.html
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参加費

講　師

講　師

講　師

講　師

日　時

講　師

申込期間

申込期間

申込期間

申込期間

日　時

日　時

日　時

定　員

連絡先

申込方法

6月開催の第3回は尿沈渣検査の「上皮細胞類」、第4回は「円柱類」「塩類・結晶類」の鑑別方法や臨床的意義についてです。
検査時の基礎から鑑別時のポイントまで幅広く講義します。
7月開催の第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。

国立循環器病研究センター 臨床検査部　荒田 紗和

2021年6月9日（水） 18：30～20：30

大阪市立大学医学部附属病院 
中央検査部　滝沢 恵津子

2021年７月７日（水） 18：30～20：30

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

ベルランド総合病院 臨床検査室　中島 大佑
2021年6月21日（月） 18：30～20：30

関西医科大学総合医療センター
臨床検査部　森井 恵美

1.「円柱類～基礎を学ぼう～」

2.「塩類・結晶類～鑑別法と臨床的意義を学ぼう～」

各回80名（先着順）

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5月１３日（木）～
６月２日（水）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02896gf4bfj11.html

2021年６月１６日（水）～
７月１日（木）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/0212ymrpr2m11.html

2021年６月1６日（水）～
７月７日（水）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02dq6kj4s2m11.html

2021年5月13日（木）～
6月11日（金）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02j5chszbfj11.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3回 尿沈渣検査法②「上皮細胞類」
内　容 ： 「上皮細胞類～自信を持って分類するために～」

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

第６回 「髄液検査法」
内　容 ： 「髄液検査法」～髄液検査を基礎から学ぶ～

第４回 尿沈渣検査法③「円柱類」「塩類・結晶類」

ライブ
配 信

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02896gf4bfj11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02896gf4bfj11.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/02dq6kj4s2m11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dq6kj4s2m11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02j5chszbfj11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02j5chszbfj11.html
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微生物検査部門 基礎講座微生物検査部門 基礎講座（Zoomを用いたライブ配信）（Zoomを用いたライブ配信）

新年度に入り、晴れて臨床検査技師となり微生物検査を担当することになった方や、担当部門の異動で微生物検査を担当する
ことになった方、別の担当業務の合間に微生物検査をお手伝いすることになった方も、明日からの業務に役立つ微生物検査の基礎
講習会のご案内です。
「最低限これだけは知っておきたいこと」を中心に、第1回は塗抹検査と培養同定検査を、第2回は薬剤感受性検査をテーマ
として講義します。皆様のご参加をお待ちしております。

学術部 微生物検査部門からのお知らせ

会員 500円　非会員 1,000円

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。
※注意：研修会によってURLおよびQRコードが異なります。

各回 9５名（先着順）

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

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

参加費

講　師

講　師

申込期間

申込期間

日　時

日　時

定　員

申込方法 連絡先

大阪市立大学医学部附属病院
感染制御部　小川 将史

2021年6月17日（木） 18：30～20：00

住友病院 臨床検査技術科　黒田 亜里沙

2021年6月24日（木） 18：30～20：00 

2021年6月1日（火）〜
6月13日（日）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02zqx4wksvm11.html

2021年6月1日（火）〜
6月20日（日）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02uemkc0tvm11.html

【第1回】 塗抹検査と培養同定検査の基礎を学ぶ

【第2回】 薬剤感受性検査の基礎を学ぶ

６月定期講習会６月定期講習会

新人の皆様、生化学検査を始められた方々、自信を持って検査値を報告できていますか？生化学検査を担当する臨床検査技師
には、検査値の保証はもちろんですが、検査値を読み解き、異常値や追加の情報を臨床に報告する力も求められています。そこで
今回は、生化学データの初歩的な読み方をレクチャーします。「検査する」だけではなく、臨床診断・治療をサポートするための一歩
を踏みだしましょう。特に若手の皆様のご参加をお待ちしております。

講　師 ： 松下記念病院 診療技術部 臨床検査技術室　林　智弘
生化学データの読み方 入門 ～自信を持って検査値を報告しよう～

学術部 免疫化学検査部門からのお知らせ

免疫化学検査部門

2021年６月17日（木） ２０：00～2１：00
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

会員 500円　非会員 1,000

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/02fcx1eqqsm11.html

2021年６月１日（火）～2021年６月１０日（木）

先着 95名

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

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 申込期間

参加費
定　員

申込方法
連絡先

ライブ
配 信

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02zqx4wksvm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02zqx4wksvm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02uemkc0tvm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02uemkc0tvm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02fcx1eqqsm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02fcx1eqqsm11.html
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6月、7月血液形態セミナーシニア6月、7月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

会員 500円　非会員 1,000
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。
※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10日（木） 20：00～21：00
（受付19：30～）
症例提示および解説
住友病院 臨床検査技術科　荒金 裕貴
2021年５月24日（月）6:00～
6月５日（土）21:00
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02bmpcnxcem11.html

2021年7月1日（木） 20：00～21：00
（受付19：30～）
症例提示および解説
京都鞍馬口医療センター 検査科　德永 しほみ
2021年6月11日（金）21:00～
6月26日（土）21:00
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02b2bm4t38n11.html

※募集人数に限りがあります。
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

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

参加費

日　時 日　時

内　容 内　容

講　師 講　師

申込期間 申込期間

定　員

申込方法 連絡先

細胞診定期講習会細胞診定期講習会

好評の細胞診定期講習会をWebで開催します。今月は、消化器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。

消化器領域の細胞診　　講　師 ： 大阪大学医学部附属病院 病理部　長友 忠相
消化器細胞診

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

病理細胞検査部門

2021年6月28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

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/02cusmfz9nm11.html

2021年6月1日（火）9：00 ～ 6月18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

申込方法

申込期間

参加費

申込方法

連絡先

Web開催Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）（Zoomを用いたライブ配信）

日　時 申込期間

定　員

申込方法
連絡先

参加費

母子センターには施設の特性上、出産に特別な管理が必要な妊婦の方や、乳児期、幼児期を集中的にケアしなければならな
い子供たちが多くおられます。その中で、妊娠期は血糖変動が母体と胎児の両方に影響するため、血糖値を管理する事はとても大
切になります。また、小児期発症の子供たちは、乳児期から学童期、そして思春期へと変化する時期を考慮した対応が必要となり
ます。普段遭遇する機会の少ないこれらのライフステージについて、特徴や血糖・栄養管理について一緒に勉強してみませんか。

組織部　チーム医療部門からのお知らせ

２０２１年６月１５日（火） 19:00～20:30
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

500円(一律)

大阪鉄道病院　田辺 真実
E-mail ： sen_mami6071@r7.dion.ne.jp

2021年５月２７日（木）～2021年６月1０日（木）

９５名（先着順）

右記Pass market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/02fzr7tpwmm11.html

糖尿病療養指導部会 定例勉強会糖尿病療養指導部会 定例勉強会チーム医療部門

妊娠期の血糖管理
講　師： 大阪急性期・総合医療センター 臨床検査科
 豊田 利恵子

小児における栄養管理～１型糖尿病～
講　師： 大阪母子医療センター 管理栄養室
 伊藤 真緒

1 2

（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

多職種公開講座

ライブ
配 信

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02bmpcnxcem11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02bmpcnxcem11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02b2bm4t38n11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02b2bm4t38n11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02cusmfz9nm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02cusmfz9nm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02fzr7tpwmm11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02fzr7tpwmm11.html


大臨技ニュース（5）

ISO 15189講演会ISO 15189講演会

国際規格ISO	15189「臨床検査室-品質と能力に関する特定要求事項」は、臨床検査に特化した国際規格であり、第三者(認定
機関)が評価・認定する制度です。
今回の講演会は第1部としてJAB200適応審査における変更点を中心に、第２部はCOVID-19感染拡大下における遠隔審査

（リモート審査）を中心にご講演いただきます。
ISO取得をご検討中の施設はもちろん、更新審査を控えている施設など様々な方の積極的な参加をお待ちしております。

1．「ISO 15189 JAB200適応審査～従来との変更点を中心に～」
2．「コロナ感染拡大でのISO 15189認定審査について」　
講　師 ： 公益財団法人 日本適合性認定協会 技術部臨床検査担当　西村 とき子

コロナ感染拡大でのISO 15189認定審査について

学術部 検体管理システム部門からのお知らせ

検体管理システム部門

2021年7月3日（土） 14：00～16：00
Ｗｅｂ開催（Zoomを用いたライブ配信）

会員 500円　非会員 1,000円

大阪医科薬科大学病院 中央検査部　関　昌尚
E-mail：masanao.seki@ompu.ac.jp

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/02r9zpyua5n11.html

2021年6月12（土）9：00～
2021年6月26日（土）0：00

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

申込方法

申込期間

日　時

参加費

連絡先

ライブ
配 信

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

関西医療大学	保健医療学部	臨床検査学科　藤岡　一也

イエス・アイ・キャン

いってよいほど「はい！やります！」という返事が返ってくる。
私としては依頼を受けてもらえるので嬉しいのですが、実の
ところ「難しい案件なので断られるかも」と思いつつ頼むことも
あるわけです。前向きの返事しか聞いたことがなく、「できません」
「難しいです」等の返事をされたことがありません。なぜ、普通
の人と違い「Yes」と言えるのか、ある日S氏に聞いてみました。
S氏曰く。『「やります」といった限り、方法や進め方については
色々と考え悩みもしますが、実行するという目標は変わらない
ので、どうすればできるのかという点だけに集中すると、結果と
してちゃんとやれるもんです。』との答えが・・・。S氏はもう引退
されていますが、N社は業績が上がって、今や業界大手医療関係
の会社に吸収合併されています。
今は教育職に就いているため学生さんに聞いてもらいたくて

書きますが、どの職場でも、誰にでも（勿論私自身にも）通じる
話であります。先が見通せないコロナ禍の中にあっても我々
医療に関わる者はいつでも「イエス・アイ・キャン」と言いたいも
のです。

3月末に諸事情から病院を辞し、4月から大学教員としての
歩みを始めた小生にとって、学校での生活は、何もかもが新鮮
で驚きの連続です。対面授業は1度だけで、蔓延防止等重点措
置・非常事態宣言の発出で学生の登校は全面禁止となり、現在
のところは、昨年度と同様にオンラインでの授業となってい
ます。ただでさえ、経験の浅い私にとって受講している人の
反応がわからないオンラインでの授業は、これまで対人環境
真っただ中の病院勤務からすると180度変わってしまったような
印象でした。とはいえ、立場を変えて授業を受ける学生さん達
の身になって考えると、同級生とも会えず、ワイワイとおしゃべり
もできない学生生活はさぞかし味気なく大変だろうと思って
います。
そんな中でも最終目標・国家試験合格までのモチベーション

を保つためにどうするのが良いのか一つのエピソードを紹介
したいと思います。とある医療関係会社の営業（仮にN社のS氏
とする）さんとのやり取りから。
S氏に検査関係の新規案件や変更を依頼すると、毎回必ずと

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02r9zpyua5n11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02r9zpyua5n11.html


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７月号の原稿〆切は6月1日（火）、令和3年8月号は7月1日（木）です。

（6）大臨技ニュース

開催日時

申込方法

申込期間

連絡先

参加費

定　員

内　容

対　象

この春ご就職された方々や新規にご入会された方々を対象に、令和3年度新人研修会を下記の通り開催することとなりました。
既にご入会されておられる方々には、本会の各種事業についてお伝えするとともに、グループワークで横のつながりを深めていた
だければと思います。また、未入会の方々には、日本臨床衛生検査技師会および大阪府臨床検査技師会の魅力をお伝えしご入会の
きっかけとなればと考えております。

令和3年度新人研修会令和3年度新人研修会
組織部からのお知らせ

2021年6月19日（土） 14：00～16：00
（Zoomを用いた双方向ウェブ開催）

無　料

50名（非会員も可）※先着順

❶ 日本臨床衛生検査技師会、
 大阪府臨床検査技師会の紹介
❷ 大阪府臨床検査技師会学術部の紹介
❸ インシデント再現ビデオを見て
 グループディスカッション
❹ ゲームコーナー

新入会員（1年以内に入会された方）および入会を
ご検討中の方

右記Pass Marketリンクまたは
QRコードにて申込みください。
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/020etp4a0gn11.html

2021年5月17日（月）～6月11日（金）

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

ライブ
配 信 無 料

参加費 （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

2021 年度会費納入、会員証、会員情報の変更、施設情報登録・変更、退会等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」をご参照ください。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020etp4a0gn11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020etp4a0gn11.html

