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2021年11月8日(月)～11月21日(日)
オンデマンド配信

（YouTubeへの講演動画の公開）
大臨技ホームページ http://www.
osaka-amt.or.jp に掲載の案内
または右記QRコードよりご視聴ください。

無料

一般社団法人 大阪府薬剤師会
「府民健康フォーラム」係
TEL：06－6947－5481（平日9：00～17：00）
※生涯教育登録など日臨技および大臨技のみに関わる問い合わせは
　受付できません。

一般社団法人 大阪府薬剤師会
公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 
公益社団法人 大阪府栄養士会
大阪府・大阪市

第71回日本医学検査学会in大阪第71回日本医学検査学会in大阪
第71回日本医学検査会学会in大阪は5月21日（土）・22 日（日）の2日間にわたり、ATCホール、ハイアットリージェンシー大阪の2会場

とWebを併用して開催いたします。開催にあたり、現在一般演題の申込みを受け付けております。皆さま、ふるってご参加ください。
一般演題はオンデマンドによる発表とし、特別企画、教育講演等は現地開催を予定しております。また、日臨技会員の学会への

参加費は「事前参加登録」9,000円、「当日参加登録」10,000円の予定です。一般演題の申込みに当たっては、学会ホームページ内
「一般演題申込方法および発表形式について」をご一読のうえ、お申込みください。

一般演題募集のお知らせ

渉外部 からのお知らせ

健康で長生きすることは、超高齢化社会の課題であり、私たち一人一人の願いでもあります。介護を受けることになる原因の
第1位は認知症、3位4位5位の衰弱、骨折・転倒、関節疾患はまさにフレイルの状態であり、これらを合計すると2位の脳血管疾
患よりも多い数になります。認知症やフレイルをただ怖れるだけでなく、なるべくならないように、なっても進行を遅らせるように、
今できることから始めましょう。

今回は「100歳までいきいきと」住み慣れたところで自分らしく生活できるよう、薬剤師、臨床検査技師、栄養士がそれぞれの専門
の立場から情報発信します。ぜひご視聴ください。

府民公開講座 第16回府民健康フォーラム府民公開講座 第16回府民健康フォーラム

一般演題受付期間一般演題受付期間  20212021年年1010月月11日（金）日（金）～～1111月月3030日（火）日（火）

【第71回日本医学検査学会 運営事務局】
株式会社日本旅行
大阪法人営業統括部 MICE営業部

〒541-0051
大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル6階
TEL：06-4256-3869 / FAX：06-6204-1763
E-mail：jamt2022@nta.co.jp

ホームページURL ： 
https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/
一般演題参加申込ページURL ： 
https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/endai.html

講 師 一般社団法人 大阪府薬剤師会理事　篠原 裕子
講 師 いわた脳神経外科クリニック　是枝 真由美
講 師 社会医療法人 啓仁会 咲花病院　髙橋 純子

1．「認知症」～かかりつけ薬剤師としての関わり～
2.「物忘れ・・・もしかして認知症予備軍？」
３．「食生活とフレイル」～認知症を予防しよう～

① 日臨技会員の場合
日臨技ホームページ「会員専用ページ」から会員専用サイトに
入り、日臨技会員メニュー《学会演題発表・査読・講義資料アップ
デート》→《演題・抄録登録》から演題を受け付けます。

② 非会員の場合
「非会員向け演題募集登録受付専用サイト」からご登録くだ
さい。その際、ログインパスワードが必要になりますので、「ログ
インパスワード申請サイト」よりログインパスワード申請をお願い
します。

一般演題申込み方法

やむを得ない事情で予定を変更する場合があります
ので、今後も学会からの案内にご注意ください。注意事項

お問合せ先

（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

配信期間 連絡先

主　催

後　援

参加費

参加費

100歳までいきいきと ～認知症・フレイルなんて怖くない～

オンデマンド
配 信

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


（2）大臨技ニュース

１．	臨床検査紹介
	 ①臨床検査技師の仕事
	 ②顕微鏡を使用したミクロの世界の観察：血液や微生物、
	 　がん細胞など
	 ③臨床検査技師養成校紹介

２．	健康チェック体験
	 ①頸部エコー検査：当会生理検査部門作成動画
	 ②物忘れチェック：認定認知症領域検査技師作成動画
	 ③新型コロナウイルス検査の紹介動画

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/020qjj8i12w11.html

2021年11月14日（日） 20:00～
11月28日（日）20:00

2021年11月15日(月)～12月17日(金)
オンデマンド配信（YouTubeへの講演動画の公開）
大臨技ホームページ
http://www.osaka-amt.or.jp にリンク掲載

令和3年度 全国「検査と健康展」＜第1部＞につきま
しては、日臨技生涯教育対象といたしません。

無料

一般財団法人 住友病院　岡本 秀雄
E-mail：okamoto-hideo@sumitomo-hp.or.jp

2021年12月2日（木）20：00～21：00
（入室は19：30～）
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

会員 500円　非会員1,000円　登録学生 無料

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

血液形態セミナーシニア　症例検討会
大阪医科薬科大学病院 中央検査部　近藤 宏皓

渉外部からのお知らせ

学術部 血液検査部門からのお知らせ 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

令和3年度 全国「検査と健康展」＜第1部＞は、WEBを利用して広く健康づくりや生活習慣病の早期発見への意識高揚を図ると
ともに、特に中高生などの若い世代に臨床検査の世界や臨床検査技師への興味をもっていただくため、動画を中心とした企画
により開催いたします。

ライブ
配 信

令和3年度 全国「検査と健康展」令和3年度 全国「検査と健康展」＜第1部＞＜第1部＞

配信期間

会　場

評価点

連絡先

参加費

日　時 申込方法

申込期間

会　場

参加費

定　員

連絡先

講　師

内 容 ： 【Web開催】

※令和3年度全国「検査と健康展」＜第2部＞は別途開催いたします。
　日程・内容については大臨技ニュース12月号および大臨技ホームページにてご案内いたします。

血液形態セミナーシニア血液形態セミナーシニア血液部会

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
できかねますので必ず前日までにお問い合わせください。

オンデマンド
配 信

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020qjj8i12w11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020qjj8i12w11.html
http://www.osaka-amt.or.jp


大臨技ニュース（3）

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/02cten4txqx11.html

2021年11月1日（月）9：00～
11月19日（金）24：00

2021年12月3日（金）18：30～20：30
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

会員 500円　非会員 2,000円

90名（先着順）

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

日臨技会員の方
日臨技ホームページの会員メニュー事前参加申込
サイトよりお申込みください。
日臨技非会員の方
E-mail：menekikagaku-osaka@yahoo.co.jp
宛てに①会員番号（都道府県会員）、②氏名、③カナ
氏名、④性別、⑤施設名・所属、⑥電話番号、⑦メール
アドレス ⑧臨床化学の経験年数、を記入してお申
込みください。（５日以内に返信が無い場合はお手数
ですが下記までお問合わせください。）

2021年11月１日（月）～11月25日（木）
※定員になり次第終了とさせていただきます。

乳腺の組織と細胞診

機器・試薬の導入方法について ～メーカーに頼らずやってみよう！

学術部 病理細胞検査部門からのお知らせ

日臨技からのお知らせ

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

今年は病理細胞診特別講習会をWebで開催します。今回は乳腺の組織診と細胞診について、乳腺検体の切り出し法、コンパニ
オン診断やサブタイプなど、ルーチン業務を行ううえで必要な実践的分野をご講演いただきます。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。

機器・試薬の導入は、メーカーに頼る場面が多いと思います。しかし、近年ではISO15189や、2018年12月の医療法の一部改正
などで検体検査の精度保証について見直され、自施設で検査の妥当性を証明することが求められています。そこで、機器・試薬導
入のプロセスを学んでみませんか。たくさんの応募をお待ちしております。
※研修会の内容は10月大臨技ニュースをご覧ください。

ライブ
配 信

ライブ
配 信

日　時

主　催

申込方法

申込期間

2021年12月11日（土）10:00～15:00
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）
※Zoomの参加IDとパスワードは事前にご案内します。

300 名（先着順）

日臨技会員 2,000円　非会員 4,000円

(一社)日本臨床衛生検査技師会 近畿支部

大阪府臨床検査技師会

研修会事務局
淀川キリスト教病院 臨床検査課　井尻 健太郎
〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目7番50号
TEL: 0120-364-489（内線 2227）
E-mail: menekikagaku-osaka@yahoo.co.jp

日　時

場　所

定　員

参加費

申込方法

申込期間

会　場

担当技師会

参加費

連絡先

定　員

連絡先

病理細胞診特別講習会病理細胞診特別講習会

臨床化学Web研修会臨床化学Web研修会

病理細胞検査部門

日臨技近畿支部研修会

日臨技生涯教育推進研修会制度申請のため日臨技会員も会員料金です。細胞検査士ＣＴクレジットを取得予定です。

講 師 八尾市立病院 病理診断科 部長  竹田 雅司
講 師 神戸医療センター 臨床検査部　糸山 光麿

講 師 大阪回生病院 病理部病理診断科　菅原 眞由美

1.「正確な組織診断につながる切り出し法の工夫」
2.「細胞像による良悪の鑑別と組織型推定」
３.「乳癌における代替的intrinsic subtype分類間
　での細胞像の比較検討と細胞診の役割について」

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02cten4txqx11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02cten4txqx11.html


（4）大臨技ニュース

放射線技師に学ぶ画像診断の知識

府中病院 放射線室　井阪 賢弘

八尾市立病院　寺西 ふみ子　　北野病院　森本　幸

学術部 生理検査部門からのお知らせ 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

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

今回の定期講習会は、放射線技師に学ぶシリーズ第2弾です。臨床検査技師には馴染みの薄い放射線領域の検査ですが、一般
撮影やCT・MRIが読影できれば超音波検査診断の大きな武器になります。そこで今回は「放射線検査のABC ～レントゲン撮影
からMRI検査まで～」と題し、府中病院　臨床放射線技師　井阪 賢弘先生から読影方法を基礎から分かりやすく解説していただき
ます。

オンデマンド配信ですので、好きな時間に繰り返しご視聴いただけます。ぜひこの機会をご利用ください。

超音波検査オンライン講習会第3回目は膵臓・胆道にフォーカスをあてて講義とライブデモを行います。解剖や描出方法をわかり
やすく講義し、代表症例についても少し触れたいと思います。エコー装置を持ち込んだライブでは正常例の描出だけなく、見えにくい
タフケースの描出についても実践的なアプローチを行います。腹部エコー初級者の方や描出に悩んでおられる方は必見です。ふるって
ご参加ください。

定期講習会定期講習会

超音波講習会超音波講習会
腹部エコー検査オンライン講習会腹部エコー検査オンライン講習会

生理検査部門

講　師

講　師

放射線検査のABC ～レントゲン撮影からMRI検査まで～

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/02edepru65x11.html

2021年11月5日（金）～11月20日（土）

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/02dw9cum55x11.html

2021年11月5日（金）～2021年11月20日（土）

2021年12月11日（土）～12月26日（日）
オンデマンド配信

会員 500円　非会員 1,000円

200名

2021年12月19日（日）14：00～16：00（予定）
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

会員 500円　非会員 1,000円

200名

（上記2件とも）馬場記念病院　山崎 功次
yamasaki70tom@gmail.com

日　時

日　時

申込方法

申込方法

申込期間

申込期間

会　場

会　場

参加費

参加費

定　員

定　員

連絡先

オンデマンド
配 信

ライブ
配 信

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02edepru65x11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02edepru65x11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dw9cum55x11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dw9cum55x11.html


大臨技ニュース（5）

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/0201wptv6tx11.html

2021年11月1日（月）～11月22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。

2021年11月25日（木）18:30～20:00
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）

大臨技会員：500円、非会員：1,000円

200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

知っておきたい真菌検査 ～基本から応用まで～
大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部　仁木　誠

学術部 微生物検査部門からのお知らせ 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

今回は、苦手な方も多い真菌の検査についての講習会です。日常検査ではどこまでやれば良いのか、逆にどこまでやらなければ
いけないのか、悩ましい点も多いと思います。基本的な内容および日常検査に役立つ情報を中心にお届けしますので、ぜひご参加
ください。

ライブ
配 信

日　時 申込方法

申込期間

会　場

参加費

定　員

連絡先

講　師

定期講習会定期講習会微生物検査部門

日　　付 2021年8月21日(土)
受　付　数 75名
献血者数 63名（400ml採血58名、200ml採血5名）

8月21日（土）京橋駅前広場において、通算56回目の献血推進
活動を行いました。今回も前回同様、①参加者の事前登録制、②活動
の開始時と終了時に非接触性温度計で体温の測定、③大阪府コロナ
追跡システムに登録するなど、十分な感染対策を行ったうえで活動
を行いました。

緊急事態宣言中で、街頭の人通りは少なかったですが、多くの
方に献血をしていただきました。当日は、血液センターの方から、
永年のこの活動に対して「厚生労働大臣表彰」がいただけるという
報告がありました。

コロナ禍の中でも必要な輸血用血液の確保に少しでも協力で
きるよう献血推進活動を今後も行ってまいりますので、皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。最後になりましたが、献血ならびに
府民への呼びかけにご協力いただきました、小西医療器株式会社
の皆様に厚くお礼申しあげます。

 渉外部 大臨技 夏季献血推進活動(通算56回)報　告

当 日 実 績

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0201wptv6tx11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0201wptv6tx11.html


（6）大臨技ニュース

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

大阪行岡医療専門学校長柄校 臨床検査科教務　秦野 満喜子

検査技師の業務拡大

となっている。医師の業務補助として、患者への検査方法の
説明や相談に応じることも、幅広い知識とコミュニケーション
能力が必要となる。

2015年の法改正で検体採取が検査技師の業務に加わり、
その当時は学生だけでなく現場で働く検査技師も講習と実習
を受講した。この業務はコロナの検査でおおいに活躍し、今に
繋がっている。

今後も検査技師の活躍する場が増え、臨床現場での変革は
続くだろう。その中で教育現場はどうだろうか。臨床の場で幅広
い知識を活用し応用するためには、教育現場での基礎知識が
重要である。臨床の動きに対応できるように、検査技師をめざす
学生のために何ができるのか。教育の場も変革の時を迎えて
いるといえるのではないだろうか。

AIによって消える職業ランキングに臨床検査技師が入って
いる。臨床検査技師が生き残るために何ができるのか。今、臨床
の現場は業務拡大に向けて大きく動きだす変革の時といえる
だろう。

最初の変化は、病棟や外来での採血を検査技師が担うように
なり、今やほとんどの病院で当たり前のように行われている。

次にチーム医療においては、NST（栄養サポート）・ICT（感染
制御）・糖尿病療養チームなどに検査データや判定結果の提供
をするのみだったが、今は電子カルテにより検査結果のすべて
を各部署で確認できるようになった。検査技師＝検査データを
出す人ではなくなったのだ。

薬剤師が検査データをもとに処方内容をチェックするように
なった今、検査技師も患者を中心とした医療を行うために、
多職種と連携し専門性を活かした意見交換ができることが必須



大臨技ニュース（7）

■ 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。

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。

■ 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。

自宅会員の方には自宅へ送付いたします。

■ メールアドレスの登録について
＊ Web版ニュース発行のお知らせを毎月メールにて配信していますので、メールアドレスの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。
＊ メールアドレスを登録しているにもかかわらず、Web版ニュースの配信メールを受信されていない方はメール

アドレスを正しく登録出来ていない可能性がありますので、アドレスの確認をお願いします。
＊ 大臨技のみに入会されている方は、下記のサイトより入力してください。

⇒https://forms.gle/dJw6J9VuH61eSiYN9
＊ 日臨技にも入会されている方は、下記の日臨技サイトより登録できます。

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

■ 大臨技ニュースの送付について
＊ 11月号から2022年3月号まで、施設への送付は1施設につき一律2部（会員が2名以上の施設）とし、自宅会員への

送付は希望された方のみに送付いたします。
2022年4月号からはWeb版のみの発行といたします。
Web版ニュースは大臨技ホームページでもご覧いただけます。

■ 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。

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



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。

12月号の原稿〆切は11月１日（月）、令和4年1月号は11月29日（月）です。

（8）大臨技ニュース

9:30～9:35 開会の挨拶　Web閲覧の注意事項　薮　圭介

9:35～10:05 脳卒中が来た！　～CT・MR画像でわかること～
京都第一赤十字病院 放射線診断科　澤　悟史

10:05～10:35 急性腹症の撮影と画像所見のポイント（CT中心）
近畿大学病院 中央放射線部　角森 靖弘

10:35～11:05
急性期に見逃したくない大動脈疾患と
ステントグラフト治療の実際
神戸赤十字病院 放射線科部　宮安 孝行

11:05～11:10 閉会の挨拶

組織部 中央地区からのお知らせ

「臨床検査技師が学びたい放射線領域の画像診断シリ－ズ」も7回目を迎え、毎回多数の方々が参加していただける人気のセミ
ナ－となりました。今回も放射線技師の方々に、CT・MRIの画像・症例を、普段よく出会う急性期疾患を中心にお話いただきます。
検体検査、生理検査をされている方々や他職種の方々の多数の参加をお待ちしています。

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12回 中央地区地域オ－プンセミナ－第12回 中央地区地域オ－プンセミナ－

多職種公開講座

臨床検査技師が学びたい放射線領域の画像診断シリ－ズ 第7弾

2021年12月12日（日）　9:30～11:10
Web開催（Zoomを用いたライブ配信）
500円（一律）
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/02cpzfhp95x11.html

2021年11月22日（月）～12月9日（木）
枚方公済病院 臨床検査科　薮　圭介
E-mail：yabuimamura@yahoo.co.jp
TEL：072-858-8233（内線8842番）

日　時
開　催

参加費

申込方法

申込期間

連絡先

CT・MRIの画像のみかた：普段よく出会う急性期疾患を中心に
大阪府臨床検査技師会 組織部 部長　田畑 泰弘司　会

ライブ
配 信

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02cpzfhp95x11.html
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02cpzfhp95x11.html

