〒 543-0018
大阪市天王寺区空清町 8-33
大阪府医師協同組合東館 4 階
TEL.06-6763-5652 FAX.06-6763-5653
公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
発行責任者 : 髙田 厚照
大臨技ホームページ URL
ht tp: //w w w.os ak a - amt .or.jp/

第 392 号

2021年（令和3年）9月1日

評価点

組織部 チーム医療部門 糖尿病療養指導部会からのお知らせ
多 職 種
公開講座

糖尿病療養指導部会定例勉強会

１.「糖尿病とSAS」
講師

帝人ヘルスケア株式会社
仲谷 飛鳥、藤田 崚平

基 礎 教科

ライブ
配 信

2 0点

（会員証をお持ちください）
◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

２.「当院における臨床検査技師の、
睡眠時無呼吸外来での関わり」
講師

南大阪病院 臨床検査科

村上 洋子

睡眠時無呼吸症候群
（SAS：Sleep Apnea Syndrome）
は、
睡眠中に無呼吸やいびきを繰り返すことにより、
良質な睡眠がとれず、
日中の
活動性や労働の質、運転能力などが低下することはもちろん、高血圧や虚血性心疾患、糖尿病などの生活習慣病を高率に合併し、生命予後
に影響を与えると言われています。
今回は、
糖尿病とSASの関係について、
またSASの診断に必要な検査、
治療法について帝人ヘルスケア
（株）
の方に詳しく講義していただき
ます。2題目は、南大阪病院・睡眠時無呼吸外来で臨床検査技師が実際どんなことを行い関わっているか、現状をお話ししていただきます。
寝苦しい夜が続いていますが、人にとって大切な睡眠について勉強しませんか？

２０２１年９月２１日
（火）
19:00～20:30

配信日時
会

Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）

場

参加費

500円(一律)

連絡先

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

申込期間

２021年９月２日
（木）
～ 2021年９月1６日
（木）

定

申込期間

95名
（先着順）

員

多 職 種
公開講座

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/02xeenw5aau11.html

生涯教育研修報告書の詳細につきましては、
講演中にお知らせします。
評価対象

日臨技会員かつ大臨技会員のみ
上記会員以外は生涯教育登録不可となります。

評価点

チーム医療部門 糖尿病療養指導部会

第33回糖尿病療養指導士講演会

「糖尿病関連機器の最新情報」
～POCT機、rtＣＧＭの最新情報～

糖尿病患者さんのコントロール状況を把握する検査項目には、
血糖値を始めHbA1c、尿糖、GＡ、1.5AGなど、他にも多くの項目
があります。その中でも血糖値は、糖尿病の病型や治療内容に
よって、
病院内外問わず継続的な測定が必要になることがあります。
病院内での血糖管理には、POCT機での測定が推奨されてい
ますが、導入を考えていてもなかなか進まない、技師は実際どう
関われば良いのか？など、悩まれている方必見です。
また病院外でのグルコースモニタリング方法には、血液中
のグルコースを測定するSMBG、組織間質液中のグルコースを
持続的に測定するFGMやCGＭなどがあります。1型糖尿病
では、継続的なインスリン投与を必要とし、インスリンポンプや
CSＩ
Ｉを使用する際、血糖トレンド
（変動の傾向）
を把握することで、
治療や効果判定、
ライフスタイルに合わせた血糖コントロールに
活用されます。間質液中のグルコース値の解釈や、測定機器の
特性など、詳しく知りたいと思っていたことが、今回の講演会で
目から鱗、間違いなしです。
Web開催の講演会は今回が初めてですが、Webならではの
メリットで、
たくさんの方々のご参加をお待ちしております。

専 門 教科

ライブ
配 信

20点

（会員証をお持ちください）
◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

開会挨拶

大阪府臨床検査技師会 会長

座

大阪医科薬科大学三島南病院 中央診療部門 技術部門長  福田 篤久

長

髙田 厚照

1．
「POCT血糖測定器の導入と院内血糖管理」
講 師：三井記念病院 臨床検査部 チーフ 小松 悦子
2．
「POCT 対応機器の管理について」
講 師：和泉市立総合医療センター 事務長 櫛引 健一
3．
「リアルタイムＣＧＭの最新情報」
講 師：大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
センター長 細井 雅之
情報提供

日

時

会

場

テルモ株式会社

2021年10月3日
（日）
8:50～12:20

Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）

参加費

500円(一律)

連絡先

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

申込期間

2021年９月１日
（水）
～2021年９月２４日
（金）

定

本研修は
「日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会」
として、
＜第２群＞糖尿病療養指導研修１単位あるいは
＜第１群＞自己の医療職研修単位–臨床検査技師–１単位、CDE大阪更新 2単位
いずれか１つを認定取得予定です。

員

490名
（先着順）
PassMarket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/02a9ympw4su11.html

大臨技ニュース（1）

評価点

学術部 生理検査部門からのお知らせ

専 門教科

生理検査部門 定期講習会（脳波検査）
脳波検査

ライブ＆

オンデマンド配信

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

『症例から学ぶ 脳波検査』～ 知識と技術を極めよう ～

奈良県立医科大学 医学博士 助教 中央手術部

講師

20点

（会員証をお持ちください）

高谷 恒範

脳波はCT・MRIなどでは得られない脳の機能を客観的に捉えることができ、特にてんかんをはじめとする中枢神経疾患の病態
把握には欠かせない検査のひとつです。
しかし脳波の判読は非常に困難であり、臨床的知識と経験が不可欠となります。最近は
脳波を読影できる医師も少なくなり、脳波勉強会も少ないため初心者にとって脳波読影は大変困難な道のりといえます。
そこで、今回の定期講習会では、
『 症例から学ぶ

脳波検査』～知識と技術を極めよう～と題しまして、奈良県立医科大学附属

病院の高谷恒範先生に、実症例をもちいて読影のポイントを問題形式で解説していただきます。
先生のご厚意でお申込み頂いた方には、
後日オンデマンド配信を予定していますので、
たくさんのお申し込みをお待ちしています。
日

時

2021年１０月２１日
（木）１８
：
３０～２０
：
００

会

場

Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）
後日、オンデマンド配信を予定

参加費

会員 ５００円

定

２００名

員

連絡先

申込方法

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/

非会員 １,０００円

show/detail/02zer4cqx6t11.html

申込期間

2021年9月１０日
（金）
～２０２１年９月３０日
（木）

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

超音波講習会

生理検査部門

ライブ
配 信

済生会中津病院

20点

（会員証をお持ちください）

心エコー検査オンライン講習会
講師

評価点

専 門教科
◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

堀家 由貴 ／ 大阪府済生会野江病院

藤田 光太郎

コロナ禍でハンズオンセミナーが少なく、不安に思っている方も多いと思います。
心エコー検査の基礎の講義のあと、超音波装置を使用して描出のテクニックについての講演を予定しています。エコー検査を
はじめて間もない初心者・日頃プローブに触れる頻度が少なく検査技術が不安な方・身近にエコーを教えてもらえる指導者や先輩
がいない方は必見です。ぜひともご利用ください。
日

時

2021年１０月２４日
（日）
１４
：
００～１６
：
００
（予定）

会

場

Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）

参加費

会員 ５００円

定

２００名

員

連絡先

非会員 １,０００円

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

後援事業等のお知らせ

令和３年度 第49回大阪府医師会
臨床検査精度管理調査 実施要領
試料送付日

2021年10月19日
（火）発送予定

右記の手順にて9月21日
（火）
までに、
参加の可否および参加項目を入力してください。
本会ホームページ

https://www.seidokanri.osaka.med.or.jp/

（2）大臨技ニュース

申込方法

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/02k2w2ggy6t11.html

申込期間

2021年9月１０日
（金）
～２０２１年９月３０日
（木）

[医師・医療関係者のみなさまへ]より[臨床検査精度管理調査]を開く。
上部メニューより[ログイン]を選択。
下記共通ユーザー名とパスワードでログインページにアクセス後、
施設Ｎｏ．
とパスワードにてログイン
（半角英数字、大文字小文字区別
あり）
。
※不正アクセス防止のため、二重ログインシステムを採用
①共通ユーザー名：skchousa ①共通パスワード：MR#mh?23
②貴施設の施設No. ： 添書に記載 ②貴施設のパスワード： 添書に
記載
詳細は左記、大阪府医師会臨床検査精度管理調査ホームページを
ご覧ください。

評価点

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

専門教科

20点

細胞診定期講習会

ライブ
配 信

（会員証をお持ちください）
◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

好評の細胞診定期講習会をWEBで開催します。今月は乳腺と甲状腺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。
参加費

各回

会

Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）

場

会員 500円

非会員 1,000円

乳腺細胞診

大阪国際がんセンター 臨床検査科

講師

連絡先

大阪市立総合医療センター病理部 横田 裕香
E-mail：byourisaibou21@gmail.com

龍 あゆみ

2021年9月17日
（金）
19：00～20：00

時

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。
※注意：研修会によってURL及びＱＲコードが異なります。

９0名
（先着順） 定員になり次第終了します。

参加人数

日

申込方法

申込期間

（受付18：30～）

2021年8月23日
（月）
9：00～
9月10日
（金）
24：00
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02n6vgpmgft11.html

甲状腺細胞診

隈病院 病理診断科

講師

日

鈴木 彩菜

2021年9月27日
（月）
19：00～20：00

時

申込期間

（受付18：30～）

２021年8月23日
（月）
9：00～
9月17日
（金）
24：00
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/
show/detail/02rje8v6hft11.html

評価点

学術部 一般検査部門からのお知らせ

専門教科

20点

事前申込制

（会員証をお持ちください）
◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

一般検査セミナーⅠ（Zoomを用いたWebセミナー）
異型細胞と類似細胞の鑑別方法
講師

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社 学術顧問

ライブ
配 信

八木 靖二

一般検査セミナーⅠでは、元がん研有明病院の八木先生をお迎えして、異型細胞と類似した細胞の鑑別について学びます。基礎
講習会で学んだ異型細胞をさらに詳しく学び、臨床で鑑別が難しい類似細胞との鑑別ポイントなどを講義します。基礎講習会
シリーズを受講された方や日頃の尿沈渣検査で悩んでいる方などのご参加をお待ちしています。

日

時

参加費

参加人数
連絡先

2021年9月25日
（土）15:00～17:00
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。）
200名

定員になり次第終了します。

長吉総合病院 野崎 聖恵
E-mail : osaka_ippan@yahoo.co.jp

申込方法

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/02hr4mhwdps11.html

申込期限

2021年９月１日
（水）
～９月１８日
（土）

注意：研修会によって URL および QR コードが異なります。

大臨技ニュース（3）

2021年度担当役員あいさつ
会

長

髙田 厚照（関西医科大学総合医療センター）

令和3年6月の定期総会で信任をいただき引き続き2期目として代表理事
（会長）
を拝命することになりました。今回の任期は一期一年
で最大の懸案は2022年5月の第71回日本医学検査学会開催でありそれに向けた文字通りの学会担当理事会という体制になると思い
ます。開催成功を収めるためにも実行委員長の増田副会長、学会事務局長の梶理事を中心に役員が一丸となって邁進していきます。
事業展開について昨年は新型コロナウイルス感染症の蔓延により日本全体が活動自粛となり大臨技としても十分な活動を行うことが
できませんでした。今年度もすでに四か月が経過していますがWeb開催という形式で事業展開を行い例年通りの活動を役員・各部委員の
皆様と力を合わせて時代に対応した会員の皆様のニーズに合った事業を行うことができると確信しております。また法改正によるタスク
シフト/シェアのための研修会を大臨技としても数多く開催して対応しなければなりません。
このように今年度も大臨技として会員の皆様の
ために多くの事業を実施しなければなりません。そのためにも会員皆様のご理解を賜り、
ご支援ご協力をお願いいたします。
事務局担当

副会長

井戸田 篤（大阪国際がんセンター）

今回、事務局担当副会長を拝命しました。いまだコロナ禍ではありますが、皆様の安全を優先した事業運営を推進していきたいと考え
ます。よろしくお願いいたします。
財務局担当

副会長

杉山 昌晃（多根総合病院）

2019年・2020年度に引続き財務局担当の副会長を拝命いたしました。公益社団法人として適切な予算の執行と財務の維持管理に努め
てまいります。各部の事業計画を詳細に精査し、大幅な収支差額がでないよう予算計画を立てると共に各部の事業がスムーズに実施で
きるよう会計業務の統一を目的に
「会計マニュアル・各様式」
を作成して運用しております。各部門の会計業務においては、
適正な収支管理
をしていただくようお願いいたします。
事業局担当

副会長

増田 詩織（近畿大学奈良病院）

事業局担当副会長を拝命いたしました。府民の皆様そして会員の皆様に、
喜んでいただける事業の開催に取り組んでまいります。
コロナ
禍のなか制限されることも多々ありますが感染対策に配慮して、
オンライン企画などを試みながら、安全安心の事業開催に努めます。
どうぞよろしくお願いいたします。
総務・庶務部

部長

理事

梶

勝史（大阪旭こども病院）

引き続き総務・庶務部を担当させていただきます。公益社団法人としての使命を全うできるよう取り組んでまいります。2022年5月に
開催される第71回日本医学検査学会in大阪では事務局長を拝命しました。至らぬ点が多々あろうかと思いますが、
ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申しあげます。
渉外部兼任

総務・庶務部

理事

上地 裕美（南大阪病院）

今期、2期目の理事を拝命し総務・庶務部および渉外部を担当させていただきます。前期に引き続き渉外部では、会員の皆様や府民の
皆様に喜んでいただける事業をいたします。今期より総務・庶務部を拝命し公益社団法人として会員の皆様に有益な情報提供が行える
ように微力ながら努力いたします。何卒、
よろしくお願い申しあげます。
広報編集部

部長

理事

山田 真規子（和歌山県立医科大学附属病院）

引き続き広報編集部を担当いたします。今年度は大臨技ホームページのリニューアルを実施、大臨技ニュースWeb版のさらなる充実
を目指しております。スマホがあれば何でもできてしまう時世にふさわしく、知りたいときに役立つ情報をよりアクセスしやすい方法で
提供していきます。
広報編集部

理事

中尾 聖子（関西医科大学総合医療センター）

このたび初めて理事職を拝命し、広報編集部を担当させていただくことになりました。コロナ禍のなか医療従事者として業務を行う
際に、
「必要な情報」
というものについて改めて考えさせられました。知りたい情報を、素早く、正確に、そして分かりやすくお伝えできる
ように努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
会計部

部長

理事

久保田 芽里（大阪医科薬科大学附属病院）

引き続き、財務局会計部を担当させていただきます。今期も適切な予算執行を目指し、各部門会計の統一化および会計作業の明確化
に努めてまいります。全国学会開催など益々充実した大臨技の組織を構築すべく精進して参りますので、
よろしくお願いいたします。
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会計部・組織部兼任

理事

谷川

崇（府中病院）

今期、三期目の理事として、引き続き組織部と会計部を担当させていただくことになりました。
コロナ禍で生活スタイルが変化し社会活動が制限される中、研修は集合形式からWeb形式へと様変わりし、会員同士の交流の場
はどんどん少なくなっています。ですが、Web研修においても『楽しく学び交流が深まる』
を基本に笑顔があふれる事業を企画し開催し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
学術部

部長

常務理事

安保 浩二（大阪市立大学附属病院）

今期より学術部長を拝命いたしました。昨年度は新型コロナウィルス感染症の影響により試行錯誤の事業開催でしたが、Webの多用
など臨機応変に対応し、以前のような活発な学術活動を推進していく所存でございます。何卒、
よろしくお願い申しあげます。
学術部・組織部兼任

理事

上田 一仁（関西医療大学）

理事として 4 期目を向かえ、今期は組織部と学術部を担当させていただくことになりました。組織部事業ではこれまで通り、会員の
皆様にとって有益な
「大臨技」
という組織の強化に努めたいと思います。一方、学術部事業では、次年度の全国学会成功に向けて尽力
すると共に、昨年からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により、会員の皆様にご迷惑をおかけした部分を取り戻すべく尽力する所存
です。何卒よろしくお願い申しあげます。
組織部

部長

常務理事

田畑 泰弘（育和会記念病院）

月日の経つのは早いもので理事就任後20年目に突入しました。既に新人研修会や第15回教育セミナーも、手探りながらWeb開催を
行うことができました。チーム医療や地域オープンセミナー、技師長会、検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会など、Webで
の開催を併用しながら、今年度も多数の事業を企画開催します。また法改正をうけ、
日臨技の推進事業でもある
「タスク・シフト／シェアに
関する厚生労働大臣指定講習会」
も谷川理事を中心に開催を行います。スキルアップを目指し、積極的な参加をお願いします。
組織部

理事

井口

健（大阪医科薬科大学）

今期、
組織部および北地区の担当理事として4期目を務めさせていただきます。
この数年で大臨技災害対策として各地区、
各区、
施設間
のLINE連絡網の構築も進んで来ており、
さらに充実させたいと考えていますので会員の皆様のご協力よろしくお願い致します。
また、
ニューノーマルな環境での開催となる、来年5月の第71回医学検査学会に向け、大阪の力を集結して必ず成功させましょう！
！
渉外部

部長

理事

岡本 秀雄（住友病院）

今期、渉外部の部長を拝命いたしました。コロナ禍の厳しい状況ですが、Web形式を含め可能な方法で、臨床検査を通して府民の
皆様、会員の皆様の健康維持増進に有益な情報を提供してまいる所存です。今後とも渉外部の活動にご支援を賜りますようお願い申し
あげます。
渉外部

理事

赤木 征宏（大阪警察病院）

この度、
理事職を拝命いたしました。担当は、
かねてより所属していた渉外部を担当させていただきます。自分史上、
最も似合っていない
ことをしている感は否めないですが、岡本部長と上地理事に色々と教わりながら、足手纏いにならぬ様、力添えができる様、
これからも
がんばりたいと思います。何卒よろしくお願い申しあげます。
精度管理部

部長

常務理事

山西 八郎（天理医療大学）

今期も常務理事と精度管理部 部長を務めさせていただきます。大臨技標準化サーベイならびに卒後教育としての統計セミナーを
主軸に活動していく所存です。
「小さく叩いても大きく響く」
そのような会を目指したいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
精度管理部

理事

山本 裕之（京都医科大学附属病院）

今回3期目の理事として就任させていただき、精度管理部門を担当いたします。大臨技精度管理部会では、発足当初から患者検体
に近い試料をもちいて精度管理試料作成し、
一括評価することで標準化を目標にしております。
まだまだ理事として未熟ではございますが、
大阪府臨床検査技師会員及び大阪市・府民のため尽力させていただきますので、何卒よろしくお願い申しあげます。
監

事

柴

芳浩（柴会計士補事務所） 荒木 年夫（大阪血清微生物研究所）

監事の任期は3年のため、今年度は継続となります。
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評価点

学術部 血液検査部門からのお知らせ
日臨技申請事業

血液検査部門

血液形態検査

特別講演会 ①

1．
症例報告（15:00～15:30）

「診断に苦慮したリンパ増殖性腫瘍」
講師

市立吹田市民病院

専 門教科

吉川 慎一

2．
特別講演

「悪性リンパ腫

ライブ
配 信

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

－メイギムザ染色捺印標本からせまる悪性リンパ腫の形態学－」

九州大学病院 病理診断科 病理部

講師

20点

（会員証をお持ちください）

大久保 文彦

悪性リンパ腫の診断はリンパ節をはじめとする病理組織学的診断がゴールドスタンダードですが、
FCM解析や染色体・遺伝子解析がその診断補助
には極めて重要です。これら検体処理の多くは血液検査室の技師が関与しているのではないでしょうか？その際にリンパ節捺印標本を作成し鏡検
していると思いますが難しくありませんか？本年度の特別講演会では九州大学病院病理診断科病理部大久保文彦先生に
『メイギムザ染色捺印標本
からせまる悪性リンパ腫の形態学』
と題して基礎から解りやすくご講演していただきます。ふるってご参加ください。
日 時

2021年9月25日（土）15：00～17：00（受付14：30～）

会

Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）

場

参加費

会員 500円

連絡先

特別講演会、血液形態セミナーシニアとも
市立吹田市民病院 臨床検査部 吉川 慎一
suitakensahematology@gmail.com

申込方法

非会員 1,000円

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/02teggnzzqt11.html

申込期間
定

員

2021年9月4日
（土）
21：00～9月20日
（月）
21：00
500名

血液形態セミナーシニア
症例検討会
講師

日 時
会

場

参加費

評価点

専 門教科

20点

症例提示および解説

大阪暁明館病院 臨床検査科 中央検査室

2021年10月7日
（木）
20：00～21：00
（受付19：30～）

宮内 奈津子

ライブ
配 信

Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）

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。

会員 500円

show/detail/02b0rg5uf8s11.html

申込方法

（会員証をお持ちください）
◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/

非会員 1,000円
申込期間

2021年9月25日
（土）
22：00～10月3日
（日）
22：00
※募集人数に限りがあります。

注意事項

①研修会開始後の途中入室は原則できませんのであらかじめご了承ください。②パスマーケットに登録するメールアドレスは使用頻度の高いアドレスを推奨します。
また、
メールアドレスの誤入力がありますと参加登録URLや連絡事項が届きませんのでご注意ください。 ③研修会資料のダウンロードはスマートフォンやタブ
レット端末ではできませんのでPC端末での入室を推奨します。④諸事情により、
中止や日程変更する場合はパスマーケット登録メールアドレスにご連絡いたします。
予め、
ご了承ください。⑤当日の問い合わせ
（Zoom のURLが届いていない等）
は対応出来かねますので必ず前日までにお問い合わせください。

評価点

学術部 微生物検査部門からのお知らせ
微生物検査部門

専門教科

20点

定期講習会

ライブ
配 信

（会員証をお持ちください）
◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

感染症診断に活かせる！臨床微生物検査実践の手技とコツ
講師

公立那賀病院 臨床検査科

口広 智一

今回は、
「感染症診断に活かせる！臨床微生物検査実践の手技とコツ」
というテーマで公立那賀病院の口広先生にご講演いただきます。昨今の
トピックである、診断支援
（DS）
に役立つ情報などをお届けしますので、ぜひご参加ください。
日

時

会

場

2021年９月30日
（木）18：30〜20：00
Web開催
（Zoomを用いたライブ配信）

参加費

会員 ５００円

定

２００名
（先着順）

員

連絡先

申込方法

非会員 １,０００円

関西医療大学 保健医療学部 大瀧 博文
E-mail：kuhsmicrobe＠yahoo.co.jp
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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/020rd97bnqt11.html

申込期間

2021年９月1日
（水）
〜９月27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、ご協力をお願いいたします。

Voice

臨床検査技師教育機関からの声
大臨技教育セミナーを聴講して

大阪府下の学生さんを対象にした就職先を考えてもらうための
大臨技教育セミナーに参加させていただきました。ワークショップ
では各校の卒業生に就職先の業務内容や抱負を聞かせていただき
ました。就職2年目の新人臨床検査技師
（本学卒業生）
が病院に就職
してから現在までの取り組みを聞いたとき、
「社会に出て、大きく成
長したな。」
としみじみ思いました。その他、中堅の臨床検査技師の
方々からは治験、感染、遺伝子検査、働き方など様々な取り組みを
聞くことができ、臨床検査の現場の状況を知ることができました。
教育講演の
「コロナ関連なんでもお答えします。」
では、
各学校からの
アンケートの回答と共に豊富な話題を提供していただき、有意義な
時間を過ごすことができました。今回のセミナーで医療技術の時代
による変化を再認識しました。
それぞれ、
発表をされた皆様は臨床検査、
治験の現場の第一線で
活躍され、
これからも指導者としてご活躍されると思います。時代
は急速に動きます。医療の世界は特に変化が激しい分野であり、
絶えず新しい技術が導入されます。これからは20～30代の技師が
臨床検査を変えていく時代です。

しかし、
あらゆる技術が進化しても、
臨床検査で忘れてはならない
ことがあります。それは生命の尊厳や個の尊重，
医の倫理に関する
深い認識を持っていることです。
これらは不可欠であり、
生命の尊厳
についての教育や，
死についての教育等の一層の充実を図っていく
ことが必要であります。
臨床検査は医療の一部門です。臨床検査だけをもって、医療を支
えることはできません。10月から臨床検査技師の関する法律の
改正が行われます。①静脈路の確保、②直腸肛門機能検査、③持続
皮下グルコース検査、④カニューレからの去痰、⑤内視鏡時の生検
鉗子操作、
⑥成分輸血の操作、
⑦超音波造影剤の静脈路確保と抜針
が追加されます。これらはすべて患者さんへの直接行為であり、
リスクを伴うため、
コミュニケーションが欠かせません。今までのよう
に検査室に籠り、患者さんに触れずに検査だけをする時代は終わり
ます。若い臨床検査技師の皆様には、検査室から出て救急部門、
病棟、ICU、内視鏡室とあらゆる場所で患者さんに信頼され、診療に
貢献できる臨床検査技師になっていただくことを切に願います。

森ノ宮医療大学 保健医療学部 臨床検査学科

脇

英彦

大臨技事務局からのお知らせ
■ 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】会費未納の方につきまして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、
大臨技のみに入会されている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。

■ メールアドレスの登録について

＊ 2022年4月より紙面による大臨技ニュース配布を廃止しWeb版をメールにて配信する方向で検討しておりますので、
メールアドレス
未登録の方は登録をお願いします。キャリア
（携帯）
メールアドレスは不可ですのでご注意ください。
メールアドレス登録方法 ⇒http://www.jamt.or.jp/mailmagazine/
日臨技会員ページ
⇒https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx

■ 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。
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！重要なお知らせ！

大臨技ニュースに関する
アンケート調査へのご協力のお願い
大臨技ニュースは現在、
紙面版とWeb版で発行しておりますが、
2022年4月からの紙面版廃止に先立ち、
Web版の認知度調査を実施します。
Web版については、
メールアドレスを登録されている方を対象に、
毎月メーリングリストを配信して発行をお知らせ
しております。
アンケートは下記Google フォームのリンクまたはQRコードから実施をお願いします。
インターネット環境にない方は、同封の紙ベースのアンケート回答用紙をご使用ください。
施設会員の方は施設連絡者宛に送付しているものをコピーしてご使用ください。

https://forms.gle/
w7Gp5dxEPxsdCeaC9

今後の予定として認知度調査実施後、11月号からの紙面版の施設への配布数を上限2枚とさせていただき自宅会員につい
ては送付を要否選択制とします。自宅会員の方で回答のない方は送付なしとさせていただきますことご了承ください。
2022年3月までの紙面版はPDFとして大臨技ホームページから入手可能です。
よろしくお願いいたします。

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。

10月号の原稿〆切は9月１日（水）、11月号は10月1日（金）です。
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