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平成25年度 事業報告

平成25年度事業報告

1．衛生思想事業（継続事業 1）
1-1第40回くらしと健康展

事業名： 第40回くらしと健康展
日  時： 平成25年10月20日（日） 10：00～16：00
場  所： 京都府医師会館
主 題1： 自己血糖装置による血糖測定
入場者： 421名
血糖測定： 319名
会　員： 8名

1-2京都府医療推進協議会主催イベント（日臨技公益委託ＨＩＶ・ＳＴＩ予防啓発事業合同）

事業名：　 平成25年度医療推進協議会イベント
日　時：　 平成25年12月1日（日） 10：00～16：00
場　所：　 京都市勧業館みやこめっせ
内　容：　 検査体験展示（簡易ヘモグロビン測定、3D胎児エコー紹介）、グッズ配布
会　員： 6名（理事2名、ボランティア4名）

1-3子宮頸がん啓発活動　LOVE49

　平成25年度の嬉しい出来事は昭和36年04月の総会時に84名（京臨技ＨＰ沿革から）の会員が1008名（平成
25年8月31日）となり念願の千名を超えました。京臨技前会長湯浅宗一氏が平成25年度秋叙勲（瑞宝双光章）
を受章、元理事の林彰彦氏が平成25年度京都府保健医療功労者表彰を受けられました。
　25年事業は継続事業１から継続事業6まで計画通り実施されました。ただ継続事業1のあすkyoフェスタは日
程の関係から不参加となりました。

第40回「くらしと健康展」は、JR二条駅東側 京都府医師会館において10月20日（日曜日）に開催されまし
た。当日の天候はあいにくの雨でしたが421名が来場されました。
京都府臨床検査技師会は前年同様「血糖測定」を担当しました。血糖測定のブースに来られた方は319
名でした。今回の実務は8名の社員と近畿の地臨技会員1名の計9名でおこない、血糖測定のキット・備
品は700名分を用意しました。又、今回は糖尿病ブースからの依頼でヘモグロビンA1Cの測定を60名分
測定しました。実務担当技師は、開催と同時に訪れる利用者に対して、技師一人一人が機敏に対応し待
ち時間もほとんどなく執り行なえました。

4月9日を「子宮頸がんを予防する日」として、全国各地で啓発活動が行われています。4月9日が平日の
ため、より多くの方に知っていただくことが大切と考え4月14日の日曜日に開催しました。聴講者に子宮頸
がん関連のパンフレットやビラを配り知っていただくことが目的のため、イベントでは、子供たちのダンス
チームや、チアリーディングチーム、ダブルダッチチームなどに出演していただきましたが、出場者の親
御さんなどに見学に来ていただくこともひとつの狙いでした。ステージ発表の間に加藤技師による子宮頸
がんに関する講演をしていただきました。本年もダウンタウン松本さんの実兄で、社会貢献的エンター
ティナーとして活躍をされている松本　隆博氏によるライブ＆トークで盛り上げていただきました。パネル
ディスカッションでは問題点を挙げながらより分かりやすく、楽しく子宮頸がんに関わる話を進めていただ
きました。

日本の医療はこれからどうなるの？　混合診療について考えようというテーマで行われたイベントで、京臨
技では、検査体験展示（簡易ヘモグロビン測定、3D胎児エコー紹介）とパンフレットを用いた一般市民へ
の検査内容説明などを行いました。　当日業務のために、京臨技会員からのボランティア参加者の参加
を募り、4名の応募があり、当日は2名の理事と合計6名体制で当たりました。　簡易ヘモグロビン濃度測定
では、262名の計測を行いました。　3D胎児エコーの紹介のコーナーでは、来場者が若い世代の家族も
多かったためか、関心も寄せられました。　また、これらとともに検査案内、臨床検査技師の仕事の紹介
等のグッズの配布なども行いました。
今後も臨床検査技師の知名度のアップや臨床検査技師が京都府の医療推進の一躍を担っていけるよう
に、京臨技公益活動の一つとして、イベント参加への継続が必要と考えます。

事業を終えるにあたり事業執行にご努力頂いた理事、班長さん、班員の皆様並びに事業にご参加頂いた多く
の会員の皆様に感謝いたします。

計画にはありませんでしたが10月26日（土）日臨技主催の全国検査と健康展を京都保健衛生専門学校におい
て日本臨床検査専門医会から3名の医師派遣を受け骨密度、血管年齢、簡易ヘモグロビンを実施しました。従
来総会後に実施してきた記念講演会が時間の関係で開催できなかったため、11月17日(日）に京臨技市民公
開講座（最新のケニアHIV・エイズ事情～NPO法人イルファーの稲田頼太郎博士講演）を京都府の後援を頂き
京都リサーチパークにおいて開催しました。
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事業名： LOVE49　子宮頸がん啓発活動
日  時： 平成25年4月14日（日） 13：00～17：30
場  所： イオンモール京都　桜館4階「kotoホール」
主 題1： 子宮頸がんについて
講 師1： 加藤　順子（株式会社　日本セルネット）
主 題2： 子宮頸がん　パネルディスカッション
講 師2： 江口　光徳 （宇治徳洲会病院）、加藤　順子（株式会社　日本セルネット）他
参加数： 16名（京臨技のみ会員3名、一般聴講者約600名）

1-4全国検査と健康展　京都会場（日臨技公益委託事業）

事業名： 全国検査と健康展　京都会場
日  時： 平成25年10月26日（土） 10：00～15：00
場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題1： 健康チェック・検査説明・健康相談
健康チェック参加数： 73名
健康相談参加数： 39名
日本臨床検査専門医会 3名
京都府臨床検査技師会 7名

1-5がん予防啓発｢子宮がんは予防できるか｣（日臨技公益委託事業）

事業名： 子宮頸がん予防啓発講演会
日　時： 平成26年2月4日（火） 13：30～15：00
場　所： 京都保健衛生専門学校
主　題： 「子宮頸がんは予防できる」
講　師： 加藤　順子（株式会社　日本セルネット）
参加者： 45名（うち会員4名、他府県会員1名、学生40名）

1-6青少年へのSTI予防啓発教育事業（日臨技公益委託事業）

事業名： STI予防啓発事業
日　時： 平成25年12月18日（土） 15：00～17：00
場　所： 京都保健衛生専門学校
主　題： 心を育てる性教育
講　師： 深田　實江子「心を育てる性教育」研究会代表
学生参加 40名
会　員： 6名

1-7京都府医師会・京都府臨床検査技師会合同研修会

事業名： 第27回京都府医師会･京都府臨床検査技師会合同学術研修会
日  時： 平成25年7月27日（土） 15：15～17：45
場  所： ホテル京阪　京都
主 題1： HbA1cの標準化と関連項目との関係
講 師1： 藤本　一満（ファルコバイオシステムズ　総合研究所　検査一課）
主 題2： 糖尿病　検査データで分かる事　　～HbA1cと脂質項目を中心に～
講 師2： 中村　直登（京都府立医大大学院医学研究科　内分泌代謝内科学　教授）

12月1日の世界エイズデーにあわせて、青少年を対象にSTI予防啓発「心を育てる性教育」の講演会を
開催しました。講師は「心を育てる性教育」研究会代表の深田實江子先生をお招きし、講演の対象は臨
床検査を目指す18歳から20歳代の学生をターゲットとして京都保健衛生専門学校臨床検査学科1年生
としました。

「全国検査と健康展」は日臨技が国民に臨床検査を知ってもらうために今年度から全国47都道府県で開
催した事業です。京都会場は京都保健衛生専門学校で開催しました。検査項目は血管年齢・骨密度・
尿検査（ｐＨ・糖・蛋白・潜血・ケトン・ビリルビン・ウロビリノゲン）・簡易ヘモグロビンで参加者は合計73名、
健康相談を受けた方は39名でした。一般市民の方々に臨床検査について知っていただく良い機会とな
りました。

子宮頸がんの疫学、原因、検診の重要性について講演いただき、子宮頸がんが若年者に発生すること
から、死亡率ではなく、妊孕能を残す（子宮を守る）ことの重要性を強調されました。また、検診無料クー
ポンの話題や頸がん啓発予防活動についても触れられ、予防活動に一緒に参加いたしましょうと呼びか
けがありました。対象を京都保健衛生専門学校の臨床検査学科1年生としたので、若い学生に対して子
宮頸がん予防の有効な啓発が実施できました。

臨床検査技師によるHｂA1cの定義、測定方法、原理、グリコアルブミンとの相関や合併症予防のため
7.0％未満を目標値に決めた熊本宣言2013についての講演。医師からは、糖尿病デイや京都LCDEに
ついての説明と貧血患者など病態によるHbA1cの測定値の解釈や糖尿病とeGFRや動脈硬化症との関
係についての講演でした。興味深い内容で分かりやすく飽きない講演で質問も多く有意義な研修会でし
た。
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参加数： 総数39人（会員：19人、医師会：14人）

1-8あすKYOフェスタ

2．精度管理事業（継続事業 2）
2-1精度管理事業

日  時： 平成25年10月23日～11月15日
参加数： 66施設

2-2合同報告会

事業名： 第29回京臨技精度管理合同報告会
日  時： 平成26年3月1日（土曜日） 14：00～17：00
場  所： 京都府立医科大学基礎医学舎
主 題1： 各研究班精度管理報告
講 師1： 各研究班精度管理委員
参加数： 総数58人（会員：54人）

2-3京都府・京都市　登録衛生検査所精度管理調査事業

日  時： 平成26年3月20日
訪問施設： (株)ファルコバイオシステムズ

2-4日臨技精度保証施設認証制度

3．研究講習事業（継続事業 3）

3-1学術研究班
学発番号： 学13-001号
研修会名： 平成25年京都府糖尿病対策推進講習会（京都市内開催）
日  時： 平成25年4月20日（土） 14：00～16：30
場  所： 京都府立医科大学附属図書館
主 題： 糖尿病診療における多職種連携
講 師： 畑　雅之（畑内科医院院長）
参加数： 1名（会員1名）
報告者： 荻野　和大（三菱京都病院）

学発番号： 学13-002号
研修会名： 平成25年京都府糖尿病対策推進講習会　（北部開催）
日  時： 平成25年5月11日（土） 14：00～16：30
場  所： 西駅交流センター（舞鶴市）
主 題： 糖尿病診療における多職種連携
講 師： 畑　雅之（畑内科医院院長）
参加数： 1名（会員1名）
報告者： 滝本　寿史（綾部市立病院）

学発番号： 学13-003号
研修会名： 臨床化学免疫血清-微生物分野　研修会
日  時： 平成25年4月30日（火） 18:30～20:30

研修会・講演会・実技講習会を71回開催しました。参加者数は、1,997名でした。

本年度は例年とほぼ同様の66施設が参加されました。精度管理委員会で評価をA～Ｄに統一すること、
正解率70％以上を目標にすること、正解率60％以下は評価から除外すること、C,D評価の施設にはアド
バイスを付記することを決定し実施しました。

平成25年11月26日(火)に京都保健衛生専門学校にて、第1回精度保証施設認証委員会を開催し、綾部
市立病院の審査を行い日臨技に報告しました。
平成25年12月12日(木) に京臨技丸太町事務所にて、第2回精度保証施設認証委員会を開催し、ファル
コバイオシステムズの審査を行い日臨技に報告しました。

平成25年度、あすkyoフェスタは、他の事業と開催日が近い事や会場が植物園仮設テントであり、行事内
容なども考慮し理事会判断のうえ不参加としました。

各研究班おおむね前年度より正解率が向上しており、研究班の努力のあとが伺えました。今年度は参加
人数が増加しており、日臨技の精度保障認定制度認証のひとつのハードルである”精度管理に関する研
修会への参加”に合致する本報告会は今後ますます重要になると考えます。

京都府・京都市の衛生検査所精度管理委員会に参加し、立ち入り調査にも同行しました。
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場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題1： 結核感染診断検査T-スポット．TB検査の原理、適正について
講 師1： 中尾　倫孝（オックスフォード・イムノテック株式会社　代表取締役）
主 題2： L-FABP（尿中L型脂肪酸結合蛋白）の紹介
講 師2： 堀　佳治（シミックホールディングス株式会社　L-FABP事業部）
参加数： 29名（会員23名）
報告者： 山田　幸司（京都府立医大病院）

学発番号： 学13-004号
研修会名： 輸血検査研究班実技講習会
日  時： 平成25年6月1日(土)　13:30～17:30
場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題： 輸血初級実技講習会
講 師： 笹田　裕司(京都府立医科大学附属病院)
参加数： 32名（会員21名）
報告者： 笹田　裕司 (京都府立医科大学附属病院)

学発番号： 学13-005号
研修会名： 輸血検査研究班実技講習会
日  時： 平成25年6月8日(土)　09:30～17:00
場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題： 輸血中級実技講習会
講 師： 井上　和子(京都桂病院)
参加数： 28名（会員21名）
報告者： 井上　和子 (京都桂病院)

学発番号： 学13-006号
研修会名： 細胞分野実技講習会
日  時： 平成25年7月20日（土） 13:00～17：00
場  所： 京都保健衛生専門学校　実習室
主 題1： 肺がんの細胞診
講 師1： 豊山　浩祥（京都桂病院）
主 題2： 肺がんの細胞診　鏡検実習
講 師2： 豊山　浩祥（京都桂病院）
参加数： 25名（会員18名、検査士会７名）
報告者： 江口　光徳（宇治徳洲会病院）

学発番号： 学13-007号
研修会名： 心電図研修会
日  時： 平成25年5月23日（木） 18:30～20：00
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題： 心電図研修会　基礎　初級編　「いまさら聞けない心電図の基礎」
講 師： 米澤　英伸(京都民医連中央病院)
参加数： 47名（会員32名）
報告者： 増田　信弥(京都民医連中央病院)

学発番号： 学13-008号
研修会名： 北部学術研究班・輸血検査研修会
日  時： 平成25年6月7日(金） 19：00～20：30
場  所： 舞鶴市西総合会館内林業センター
主 題： 時間外輸血検査におけるイレギュラー反応への対応
講 師： 小黒　博之（バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社診断薬事業部カスタマーサポート部）
参加数： 24名（会員21名）
報告者： 村上　育子(舞鶴共済病院）

学発番号： 第13-009号
研修会名： 輸血検査研究班実技講習会
日  時： 平成25年8月3日(土) 13:00～17:00
場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題： カラム凝集法実技講習会
講 師： 小黒　博之（バイオラッドラボラトリーズ株式会社診断薬事業部カスタマーサポート部）
講 師： 万木　紀美子 (京都大学医学部附属病院）
参加数： 23名（会員23名）



第1号議案 第1号議案

報告者： 万木　紀美子 (京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学13-010号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日  時： 平成25年5月28日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 甲状腺の診断と検査
講 師1： 坂井　礼（シスメックス（株）学術情報課）　
主 題2： Ｂ型肝炎について～HBs抗原消失を目指す時代に～
講 師2： 小林　正樹（シスメックス（株）学術情報課）
参加数： 17名（会員17名）
報告者： 和田　香織（第二岡本総合病院）

学発番号： 学13-011号
研修会名： 腹部超音波検査研修会
日  時： 平成25年6月27日（土） 18:30～20:00
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題： 腹部超音波診断　初級から中級へのステップアップ　

～いろんなことを知っ得～
講 師： 山本　裕子　（宇治武田病院）
参加数： 41名（会員18名）
報告者： 丹羽　景子（医仁会武田総合病院）　

学発番号： 学13-012号
研修会名： 心電図研修会（ペースメーカー心電図）
日  時： 平成25年6月6日（木） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題： ペースメーカー心電図講座
講 師： 山田　宣幸（三菱京都病院）
参加数： 33名（会員33名）
報告者： 川原　郁代（三菱京都病院）　

学発番号： 学13-013号
研修会名： 肺機能検査研修会
日  時： 平成25年6月28日（金） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題： 肺機能検査研修会～初級編～
講 師： 藤澤　義久（滋賀医科大学附属病院）
参加数： 24名（会員17名）
報告者： 西田　みなみ（三菱京都病院）　

学発番号： 学13-014号
研修会名： 京都府技師会血液講演会
日  時： 平成25年6月15日（土）　14：00～17：00
場  所： キャンパスプラザ京都
主 題1： Case study 16
講 師1： 平川　正貴（京都第二赤十字病院）
主 題2： 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比（フリーライトチェーン）の臨床意義と測定法について
講 師2： 細谷　美奈（株式会社エスアールエル）、新井　次郎（MBL株式会社）
参加数： 33名（会員25名）
報告者： 中西　加代子（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学13-015号
研修会名： 微生物研究班実技講習会
日  時： 平成25年6月13日（木） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題1： 顕微鏡の使用方法
講 師1： 古川　弘（日本医学臨床検査研究所）
主 題2： グラム染色原理と標本作成
講 師2： 足立　睦広（日本医学臨床検査研究所）
主 題3： グラム染色観察の実際
講 師3： 町田　清正（京都大学附属病院）
参加数： 36名（会員24名）
報告者： 山田　幸司（京都府立医大病院）
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学発番号： 学13-016号
研修会名： 北部学術研究班・生理検査研修会
日  時： 平成25年7月12日（金） 19:00～20:30
場  所： 綾部市立病院東館2階講堂
主 題： VAエコーの走査法について
講 師： 人見　泰正（綾部市立病院医療技術部臨床工学科主任）
参加数： 19名（会員18名）
報告者： 永野　由香里（市立福知山市民病院）

学発番号： 学13-017号
研修会名： 南部微生物検査研修会
日  時： 平成25年6月8日(土)　14:00～16：00
場  所： 京都山城総合医療センター9階会議室
主 題： 細菌検査の外注結果の解釈について
講 師： 山口　重人(栄研化学株式会社）
参加数： 13名（会員11名）
報告者： 髙嶋　徹(京都山城総合医療センター)

学発番号： 学13-018号
研修会名： 北部学術研究班・一般検査研修会
日  時： 平成25年7月26日（金）　19：00～20：30
場  所： 舞鶴西駅交流センター第2会議室
主 題： そこが知りたい便潜血検査

～便潜血検査の基礎と大腸がん検診マニュアル改訂のポイント～
講 師： 阿久津　敏（栄研化学株式会社マーケティング推進室）
参加数： 10名（会員9名）
報告者： 園田　真之（丹後中央病院）

学発番号： 学13-019号
研修会名： 北部学術研究班・免疫検査研修会
日  時： 平成25年6月27日（木）　19：00～20：30
場  所： 綾部市立病院東館2階講堂
主 題： B型慢性肝炎治療ガイドラインにおける肝炎マーカーの有用性
講 師： 江川　孝則（富士レビオ株式会社学術サービス部）
参加数： 9名（会員9名）
報告者： 荒賀　智永（綾部市立病院）

学発番号： 学13-020号
研修会名： 睡眠ポリグラフィー(PSG)検査研修会
日  時： 平成25年7月19日（金） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題1： 睡眠ポリグラフィー検査の基礎
講 師1： 田中　奈緒（帝人医療酸素株式会社）
主 題2： 睡眠ポリグラフィーの実際
講 師2： 小林　加奈子（康生会武田病院）
参加数： 19名（会員19名）
報告者： 山田　梨沙（洛和会丸太町病院）

学発番号： 第13-021号
研修会名： 臨床化学免疫血清研修会
日  時： 平成25年6月25日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 「日本電子自動分析装置の異常反応ﾃﾞｰﾀの実例と対処法について」
講 師1： 古後　富久（日本電子株式会社　医用機器本部）
主 題2： 「ベックマン･コールターに問合せがあったトラブル事例と対策」
講 師2： 森　和雄（ベックマン・コールター株式会社）
参加数： 19名（会員11名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学13-022号
研修会名： 生理検査分野　心血管超音波実技講習会
日  時： 平成25年8月31日（土）　14:00～17:50
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場  所： 京都保健衛生専門学校　101，102教室、体育館
主 題1： 心エコー法の実際　～正確な描出と心機能評価～
講 師1： 坂井　貴光（京都府立医科大学付属病院）
主 題2： 頸動脈エコーの実際　～描出から狭窄評価について～
講 師2： 多田　淳史（京都工場保健会）
主 題3： 心エコー法の実際　～弁膜症の描出と評価ポイント～
講 師3： 今川　昇（京都工場保健会）
主 題4： 下肢動静脈エコーの実際　～症例から学ぶ描出評価ポイント～
講 師4： 松田　浩明（医仁会武田総合病院）
主 題5： 超音波実技指導
講 師5： 鮎川　宏之（医仁会武田総合病院）
主 題6： 超音波実技指導
講 師6： 増田　信弥（京都民医連中央病院）
主 題7： 超音波実技指導
講 師7： 米田　智也（京都大学医学部付属病院）
参加数： 38名（会員15名）
報告者： 小林　千紗（京都工場保健会）

学発番号： 学13-023号
研修会名： 一般検査分野　研修会
日  時： 平成25年6月29日（土） 14:00～17:00
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 尿検査基礎勉強会１～定性～
講 師1： 宮澤　俊郎（シーメンス・ダイアグノスティクス（株）POC事業部）
主 題2： 尿検査基礎勉強会２～上皮細胞・異型細胞～
講 師2： 佐伯　仁志（国立病院機構東近江医療センター）　
参加数： 19名（会員19名）
報告者： 土井　翼（日本バプテスト病院）

学発番号： 学13-024号

研修会名： 一般検査基礎研修会
日  時： 平成25年7月6日（土）　14：00～17：00
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主 題1： 尿沈渣基礎勉強会　円柱
講 師1： 藤内　千歳（京都第二赤十字病院）　
主 題2： 尿沈渣基礎勉強会　血球
講 師2： 土井　翼（日本バプテスト病院）　　
主 題3： 髄液検査基礎勉強会　
講 師3： 仲間　美乃（京都桂病院）
参加数： 29名（会員29名）
報告者： 城戸　孝夫（国立病院機構宇多野病院臨床検査科）

学発番号： 学13-025号
研修会名： 第五回京阪神尿沈渣実習 with 穿刺液
日  時： 平成25年8月4日(日）　09：00～17：00
場  所： 京都保健衛生専門学校
主題1： 尿沈渣血球類
講 師1： 仲間　美乃（京都桂病院）
主 題2： 尿沈渣円柱類
講 師2： 藤内　千歳（京都第二赤十字病院）
主 題3： 尿沈渣上皮細胞類
講 師3： 堀田　真希（大阪大学附属病院）
主 題4： 尿沈渣異型細胞
講 師4： 滝沢　恵津子（大阪市立大学附属病院）　
主 題5： 髄液
講 師5： 大沼　健一郎（神戸大学附属病院）　
主 題6： 穿刺液
講 師6： 佐伯　仁志（NHO東近江総合医療センター）　
ランチョンセミナー実習：尿沈渣・穿刺液標本鏡検実習、穿刺液標本作製実習
参加数： 78名（会員74名）
報告者： 城戸　孝夫（宇多野病院）

学発番号： 学13-026号
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研修会名： 血液講演会
日  時： 平成25年9月27日（金）　19：00～21：00
場  所： ホテルグランビア京都
主 題1： 慢性骨髄性白血病の診療の進歩と展望
講 師1： 北脇　年雄（京都大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学）
参加数： 58名（会員43名）
報告者： 中西　加代子（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学13-027号
研修会名： 第14回京都CDEの会講習会
日  時： 平成25年8月11日（日） 13：15～16：45
場  所： メルパルク京都
主 題： もしあなたの患者さんが緊急搬送されたら～低血糖対策をきちんと行っていますか～
副 題： 重症低血糖のリスク因子から考える安全な糖尿病治療とは
講 師： 岩倉　敏夫（神戸市立医療センター中央市民病院　糖尿病・内分泌内科医長）　
参加数： 60名（会員6名）
報告者： 青山　絹子（第二岡本総合病院）

学発番号： 学13-028号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日  時： 平成25年7月23日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 「透析療法の基礎とP・Ca検査の意義」
講 師1： 中尾　弘和（扶桑薬品工業株式会社　営業学術部）
主 題2： 「脂質にまつわるピットフォール」
講 師2： 金田　幸枝（積水メディカル株式会社）
参加数： 15名（会員 9名）
報告者： 小林　丈夫（京都駅前ホリイ内科クリニック）

学発番号 学13-029号
研修会名 臨床化学免疫血清検査　サマー研修会
日　時： 平成25年8月25日（日）　08：30～17：10
会　場： アークレイ株式会社　京都研究所
主  題1： 「臨床検査室のQMS向上のために必要な取組み事項」
講　師1： 大野　紘宇（株式会社CGI）
主  題2： 「自動化法において機器側で異常をみつける仕組み」
講　師2： 古後　富久（日本電子株式会社）　
主  題3： 「異常値判読（データ確認法と病態推測）」
講　師3： 井上　悦子（日本鋼管福山病院）　
講　師3： 藤田　望（麻植協同病院）　
講　師3： 田野　麻奈美（ファルコバイオシステムズ）　
主  題4： 「検査相談のできる臨床検査技師を目指して」
講　師4： 藤本　一満（ファルコバイオシステムズ総合研究所）　 
主  題5： 「糖尿病のコントロールマーカーとHbA1cについて」
講　師5： 東野　功嗣（アークレイマーケティング株式会社）
主  題6： 「甲状腺疾患の診断と検査」
講　師6： 坂井　礼（シスメックス株式会社）
主  題7： 「結核診断検査T-SPOT検査の性能とデータの読み方」
講　師7： 中尾　倫孝（オックスフォード・イムノテック株式会社）
主  題8： 特別講演「高齢者の臨床検査値とその読み方」
講　師8： 山口　宏茂（（株）兵庫県登録衛生検査センター）  
主  題9： ランチョンセミナー：「おいでやす京都水族館」
講　師9： 榊原　茂（京都水族館　館長）　
参加者： 156名（会員121名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）　

学発番号： 学13-030号
研修会名： 生理検査分野　腹部表在超音波実技講習会
日  時： 平成25年9月21日（土）　14:00～17:50
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室、103，301教室、体育館
主 題1： 上腹部の基礎（胆肝領域）
講 師1： 松本　愛（京都桂病院）
主 題2： 消化管の基礎



第1号議案 第1号議案

講 師2： 橋本　喜代美（京都桂病院）
主 題3： 甲状腺エコーの基礎とびまん性疾患、腫瘤性病変の評価
講 師3： 北野　智美（京都第二赤十字病院）
主 題4： 上腹部の基礎（膵臓編）
講 師4： 増田　信弥（京都民医連中央病院）
主 題5： 消化管エコーの実践
講 師5： 大森　崇宏（桃仁会病院）
主 題6： 超音波実技指導
講 師6： 荻野　和大（三菱京都病院）
主 題7： 超音波実技指導
講 師7： 辻　真一朗（京都桂病院）
主 題8： 超音波実技指導
講 師8： 辰巳　智香（京都第一赤十字病院）
参加数： 23名（会員19名）
報告者： 渡邊　真以（京都工場保健会）

学発番号： 学13-031号
研修会名： 南部生理講演会（生理研究班AB合同企画）
日  時： 平成25年9月28日（金） 14:00～16:30
場  所： 京都山城総合医療センター　９F会議室
主 題1： 心電図の基礎
講 師1： 中村　美千代（宇治徳洲会病院）
主 題2： 心エコーの基礎とピットフォール
講 師2： 米田　智也（京都大学医学部付属病院）
主 題３： 上腹部エコーの描出とよくある症例
講 師３： 増田　信弥（京都民医連中央病院）
参加数： 20名（会員20名）
報告者： 宮崎　のり子（医仁会武田総合病院）

学発番号： 学13-032号
研修会名： 北部学術研究班・生化学検査研修会
日  時： 平成25年9月13日(金）　19：00～20：30
場  所： 西舞鶴駅交流センター第2会議室
主 題： どのようにして甲状腺疾患は診断されるか？～In vitro検査を中心に～
講 師： 青木　和雄（アボットジャパン株式会社学術情報部）
参加数： 18名（会員18名）
報告者： 余田　武志（福知山市民病院BML検査室）

学発番号： 学13-033号
研修会名： 細胞分野研修会
日  時： 平成25年9月29日（日） 14:00～16：30
場  所： 京都府立医科大学　基礎医学学舎　第１講義室
主 題1： スライド模擬試験　前半
講 師1： 大上　哲也（国立病院機構　京都医療センター）
主 題2： スライド模擬試験　後半
講 師2： 江口　光徳（宇治徳洲会病院）
参加数： 21名（会員21名）
報告者： 江口　光徳（宇治徳洲会病院）

学発番号： 学13-034号
研修会名： 末梢血管超音波研修会
日  時： 平成25年10月31日（土） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題1： 頸動脈エコー　ライブ＆レクチャー
講 師1： 鮎川　宏之（医仁会　武田総合病院）
主 題2： 頸動脈エコー　ライブ担当
講 師2： 今川　昇（京都工場保健会）
主 題3： 腎動脈エコー　ライブ＆レクチャー
講 師3： 辻　真一朗（京都桂病院）
主 題4： 腎動脈エコー　ライブ担当
講 師4： 米田　智也（京都大学医学部付属病院）
参加数： 62名（会員25名）
報告者： 小森　圭裕（京都工場保健会）
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学発番号： 学13-035号
研修会名： 動脈硬化検査研修会
日  時： 平成25年10月24日（金） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題： 動脈硬化とその検査法について
講 師： 桝田　出（武田病院グループ　予防医学・ＥＢＭセンター長）
参加数： 35名（会員35名）
報告者： 米澤　英伸（京都民医連中央病院）

学発番号： 学13-036号
研修会名： 臨床化学免疫血清研修会
日  時： 平成25年9月24日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 日臨技精度保証認証精度について
講 師1： 山本　慶和（天理医療大学）
主 題2： 臨床化学検査におけるSOPの作成方法
講 師2： 藤本　一満（ファルコバイオシステムズ総合研究所）
参加数： 12名（会員12名）
報告者： 白井　洋紀（京都第一赤十字病院）

学発番号： 学13-037号
研修会名： 微生物研究班研修会
日  時： 平成25年9月26日（木） 18:30～20:30
場  所： キャンパスプラザ京都　第2会議室
主 題： 基礎から学ぶ遺伝子検査
講 師： 副島　隆浩（栄研化学株式会社　マーケティング推進室）
参加数： 25名（会員14名）
報告者： 山田　幸司（京都府立医科大学附属病院）

学発番号： 学13-038号
研修会名： 北部微生物検査研修会
日  時： 平成26年1月17日（金） 19：00～20：30
場  所： 舞鶴西駅交流センター第2会議室
主 題1： 尿路感染症について
講 師1： 藤吉　章雄（シスメックス株式会社大阪支店学術情報課）
参加数： 10名（会員10名）
報告者： 滝本　寿史（綾部市立病院）

学発番号： 学13-039号
研修会名： 輸血検査研修会
日  時： 平成25年11月8日(土)　18:45～20:00
場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題： 輸血検査研修会
講 師： 青山　絹子（第二岡本総合病院）
参加数： 46名（会員46名）
報告者： 青山　絹子（第二岡本総合病院）

学発番号： 学13-040号
研修会名： 乳腺講演会
日  時： 平成25年11月30日（土） 15：00～16：30
場  所： 京都府立医科大学　臨床講義棟　南臨床講義室
主 題1： 乳癌の検査と治療　～基礎とcase study～
講 師1： 阪口　晃一（京都府立医科大学　内分泌・乳腺外科）
参加数： 42名（会員41名）
報告者： 渡邊　真以（京都工場保健会）

学発番号： 学13-041号
研修会名： 心電図講習会
日  時： 平成25年11月28日（木） 18:30～20:00
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主 題1： 心電図症例提示①
講 師1： 本田　法子（京都桂病院）
主 題2： 心電図症例提示②
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講 師2： 西村　光剛（京都民医連中央病院）
主 題3： 心電図症例提示③
講 師3： 北野　智美（京都第二赤十字病院）
参加数： 31名(会員31名）
報告者： 西村　理恵子（京都民医連中央病院）

学発番号： 学13-042 号
研修会名： 臨床化学免疫血清研修会
日  時： 平成25年10月31日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題： 「糖、脂質に関する基礎テストおよびその解説」
講 師： 藤本　一満（ファルコバイオシステムズ総合研究所）
参加数： 17名（会員12名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学13-043号
研修会名： 北部学術研究班・病理検査研修会
日  時： 平成25年11月8日（金）　19：00～20：30
場  所： 舞鶴西駅交流センター第2会議室
主 題： 免疫染色の自動化
講 師： 北村　和則（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

IVD事業本部LCM部門病理システム部学術サポートグループ）
参加数： 8名（会員8名）
報告者： 谷水　真吾（市立福知山市民病院）

学発番号： 学13-044号
研修会名： 京都府技師会血液講演会
日  時： 平成26年1月12日（日）　14：00～17：00
場  所： キャンパスプラザ京都
主 題1： 平成25年度京都府技師会精度管理報告
講 師1： 土田　幸生（京都医療センター）
主 題2： 血液疾患における電顕から見た細胞の微細形態
講 師2： 山崎　家春（公立学校共済組合 関東中央病院）
参加数： 34名（会員：26名）
報告者： 中西　加代子（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 第13-045号
研修会名： 南部凝固検査研修会
日  時： 平成25年12月14日(土)　14:00～16：00
場  所： 京都山城総合医療センター9階会議室
主 題： 凝固・線溶検査の基礎的概要
講 師： 小田　由紀夫(協和メデックス株式会社　営業支援部　学術免疫Ｇ）
参加数： 10名（会員10名）
報告者： 髙嶋　徹 (京都山城総合医療センター)

学発番号： 学13-046号
研修会名： 脳神経講習会〈事前登録制〉
日  時： 平成25年12月7日（土） 13:00～16:30
場  所： 独立法人　国立病院機構　京都医療センター
主 題1： 神経伝導検査と誘発電位
講 師1： 村瀬　永子（独立法人　国立病院機構　京都医療センター　神経内科医長）
主 題2： 神経伝導検査と誘発電位　ハンズオン
講 師2： 村瀬　永子、小原　伸之、出村　豊
参加数： 21名(会員8名）
報告者： 出村　豊（宇多野病院）

学発番号： 学13-047号
研修会名： 脳波検査研修会
日  時： 平成25年12月１９日（木） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題1： 脳波計設定の基礎　きれいな脳波を記録するために
講 師1： 村山　隆司（日本光電関西株式会社　検査ソリューション部　モダリティー課）
主 題2： 成人脳波の判読と発作の対応
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講 師2： 出村　豊（独立行政法人　国立病院機構　宇多野病院）
参加数： 31名（会員31名）
報告者： 長谷川　香里（京都民医連中央病院）

学発番号： 学13-048号
研修会名： 第14回京都北部CDEの会講習会
日  時： 平成25年11月17日（日） 13:00～16:35
場  所： 舞鶴医療センター内地域医療研修センター
主 題： もしも糖尿病患者さんにコーチがいたら～糖尿病療養指導の新たなアプローチ～
講 師： 森岡　浩平（森岡内科副院長）
参加数： 27名（会員2名）
報告者： 滝本　寿史（綾部市立病院）

学発番号： 学13-049号
研修会名： 血尿診断ガイドラインセミナー
日  時： 平成25年12月15日（日） 1 4:00～16：00
場  所： 烏丸コンベンションホール
主 題1： 「ＵＸ－2000、ＵＦ－1000 iの製品紹介」～新たな項目を中心に～ 
講 師1： 吉田　敏之（ＩＣＨビジネスユニット）
主 題2： 検査部に必要な血尿診断ガイドライン2013のポイント
講 師2： 油野　友二（金沢赤十字病院）
参加数： 35名（会員35名）
報告者： 城戸　孝夫（国立病院機構宇多野病院）

学発番号： 学13-050号

研修会名： 微生物研修会

日  時： 平成25年11月12日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題1： マイコプラズマ肺炎と抗原検査による新しいマイコプラズマ迅速診断キットの紹介
講 師1： 関戸　紗由理（極東製薬工業株式会社）
講 師1： 福田　剛久（旭化成ファーマ株式会社）
主 題2： クロストリジウム感染症と迅速診断
講 師2： 原　哲郎（アリーア　メディカル株式会社）
参加数： 23名（会員：16名）
報告者： 山田　幸司（京都府立医科大学附属病院）　

学発番号： 第13-051 号
研修会名： 臨床化学免疫血清研修会
日  時： 平成25年11月26日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 「酵素法によるHbA1cの測定について」
講 師1： 近藤　大（協和メデックス株式会社　営業支援部）
主 題2： 「糖尿病診療におけるグリコアルブミンの有用性について」
講 師2： 松前　菜津美（協和メデックス株式会社　営業支援部）
参加数： 16名（会員11名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学13-052号
研修会名： 心電図研修会（ペースメーカー心電図）
日  時： 平成25年12月5日（木） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題： ペースメーカー心電図講座
講 師： 山田　宣幸（三菱京都病院）
参加数： 19名（会員19名）
報告者： 西田　みなみ　（三菱京都病院）　

学発番号： 学13-053号
研修会名： 超音波基礎研修会
日  時： 平成26年1月18日（土）　15：00～17：00
場  所： 京都府立医科大学　臨床講義棟　南臨床講義室
主 題1： 基礎、超音波物理に関する知識の習得と整理
講 師1： 野見山　智生（東芝メディカルシステムズ株式会社）
参加数： 18名（京臨技会員5名）
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報告者： 加藤　ゆず子（京都府立医科大学附属病院）

学発番号： 学13-054号
研修会名： 病理研修会
日  時： 平成25年12月21日（土） 14:00～17：00
場  所： 京都府立医科大学　基礎医学学舎　第2講義室
主 題1： 病理標本作製の自動化～歴史と未来～
講 師1： 恩田　和人、野島　久美子（サクラファインテックジャパン株式会社）
主 題2： 迅速固定包埋装置「ティシューテック・エクスプレス」の使用経験
講 師2： 白井　孝夫（京都大学医学部附属病院部）
主 題3： 組織切片自動作成装置の使用経験
講 師3： 阿比留　仁（京都大学医学部　解剖センター）
主 題4： 自動免疫染色装置の使用経験
講 師4： 野田　みゆき（京都市立病院）
参加数： 19名（会員１5名）
報告者： 江口　光徳（宇治徳洲会病院）

学発番号： 学13-055号
研修会名： 心電図検査研修会
日  時： 平成26年1月１6日（木） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主 題1： ルーチン心電検査で見落とさないように
講 師1： 溝渕　正寛(京都桂病院　心血管センター副部長）
参加数： 38名（会員20名）
報告者： 田中　ゆか（京都民医連中央病院）

学発番号： 第13-057 号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日  時： 平成25年12月17日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 「梅毒感染症および梅毒検査について」
講 師1： 中岡　啓一 氏（極東製薬株式会社）
主 題2： 「結核診断検査T-スポット検査の導入状況」
講 師2： 中尾　倫孝　氏（オックスフォード･イムノテック）
参加数： 19名（会員12名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学13-058号
研修会名： 情報システム分野 講演会
日  時： 平成26年2月8日 (土)　13：30～16：30
場  所： TKP京都四条烏丸会議室
主 題1： 医療情報システムにおける標準規格とIHE
講 師1： 山田　修(岡崎市民病院 情報管理室)
主 題2： 生理検査システムにおける現状と問題点
講 師2： 井口　健(大阪医科大学附属病院)
参加数： 14名（会員14名）
報告者： 増田　健太 (京都大学医学部附属病院)

学発番号： 学13-059号
研修会名： 第15回京都CDEの会　講習会
日  時： 2014年2月22日(土)　14:00～17:30
場  所： 京都勧業館　みやこめっせ
主 題： １型糖尿病の患者さんのセルフマネジメントを支えるチーム医療について

症例検討　小児・若年者の糖尿病　あなたならどうサポートしますか
講 師： 神内　謙至（愛生会山科病院　糖尿病内科　部長）　　　
参加数： 51名（会員6名）
報告者： 青山　絹子（第二岡本総合病院）

学発番号： 学13-060号
研修会名： 生理検査　THE HOKUBU 2014 講演＆実技セミナー
日  時： 平成26年2月22日（土）　13：30～16：30
場  所： 綾部市立病院東館2階講堂
主 題1： 腎動脈エコーの実際
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講 師1： 林　愛子（姫路赤十字病院）
主 題2： 消化管エコーの実際
講 師2： 辻　真一朗（京都桂病院）
主 題3： 超音波実技セミナー（循環器、腎動脈、消化管、消化器領域）
講 師3： 研究班員他9名
参加数： 33名（会員32名）
報告者： 今川　昇（京都工場保健会）

学発番号： 第13-062号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日  時： 平成26年1月28日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： 「CK-MBmass法で測定値の信頼性を高めよう！」
講 師1： 長尾　健次（和光純薬工業株式会社）
主 題2： 「胃がん検診の新しい流れ―ABC分類による胃がんリスク評価―」
講 師2： 中井　剛史（和光純薬工業株式会社）
参加数： 21名（会員13名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学13-063号
研修会名： 輸血検査研修会
日  時： 平成26年2月22日(土)　15:00～17:00
場  所： 京都保健衛生専門学校
主 題1： 第29回京臨技精度管理調査輸血検査報告会
講 師1： 日下部　昌平（京都南病院）
主 題2： 日常輸血検査におけるQ&A
講 師2： 多気　秀和（京都第一赤十字病院）
参加数： 17名（会員17名）
報告者1： 日下部　昌平（京都南病院）
報告者2： 多気　秀和（京都第一赤十字病院部）

学発番号： 学13-064号
研修会名： 北部血液検査研修会
日  時： 平成26年2月27日（金）　19：00～20：30
場  所： 舞鶴西駅交流センター第2会議室
主 題1： Dダイマーの見方、考え方
講 師1： 上田　香織（シスメックス株式会社西日本営業本部学術情報課）
参加数： 12名（会員12名）
報告者： 高見　昌幸（舞鶴赤十字病院）

学発番号： 学13-065号
研修会名： 病理講演会
日  時： 平成26年2月15日（土） 14:00～17：00
場  所： 京都府立医科大学　基礎医学学舎　第１講義室
主 題1： 病理検査精度管理報告及び解説
講 師1： 奥田　崇（京都府立医科大学　病理学教室）
主 題2： 細胞診検査精度管理報告及び解説
講 師2： 谷村　満知子（（株）ジェ・シ・アル）
主 題3： 膵臓の細胞診　－膵液とEUS-FNA・来年度精度管理調査にむけて－
講 師3： 白波瀬　浩幸（京都大学医学部附属病院）
主 題4： 病理技師としての検査相談、説明　～医療講演会、がん患者相談の経験から～
講 師4： 江口　光徳（宇治徳洲会病院）
参加数： 21名（会員21名）
報告者： 江口　光徳（宇治徳洲会病院）

学発番号： 第13-066 号
研修会名： 臨床化学免疫血清実技講習会
日  時： 平成26年3月16日（土） 08:30～17:00
場  所： 京都保健衛生専門学校 
主 題1： HbA1cの基礎および測定法に関する講義
講 師1： 近藤　大（協和メデックス株式会社）
主 題2： HbA1c　酵素法における実技研修
講 師2： 中島　康仁（松下記念病院）
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和田　哲（和歌山県立医科大学附属病院）
南部　昭（京都府立医科大学附属病院）
近藤　大（協和メデックス株式会社）
藤本　一満（ファルコバイオシステムズ総合研究所）
中村　美保（ファルコバイオシステムズ総合研究所）

参加数： 40名（会員33名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 第13-067 号
研修会名： 臨床化学免疫血清研修会
日  時： 平成26年2月27日（火） 18:30～20:30
場  所： 京都保健衛生専門学校 視聴覚室
主 題1： ラテックス凝集法によるインスリン測定
講 師1： 金田　幸枝（積水メディカル株式会社）
主 題2： 検査におけるGood Job、Good performanceの紹介
講 師2： 上川　大輔（京都微生物研究所）
講 師2： 中村　美保（ファルコバイオシステムズ総合研究所）
講 師2： 鬮橋　進吾（京都第一赤十字病院）
講 師2： 白井　洋紀（京都第一赤十字病院）
参加数： 12名（会員12名）
報告者： 後藤　直樹（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学13-068号
研修会名： 第15回京都北部CDEの会講習会
日  時： 平成26年3月15日（土） 14:30～18:05
場  所： 舞鶴医療センター内地域医療研修センター
主 題1： 症例検討
講 師1： 平野　和保（舞鶴医療センター管理栄養士）

真下　耕治（みのり薬局薬剤師）
角出　孝子（舞鶴赤十字病院看護師）
滝本　寿史（綾部市立病院臨床検査技師）

主題2： 最近の糖尿病治療の動向について
講師2： 四方　泰史（あいおい橋四方クリニック　院長）
参加数： 43名（会員2名）
報告者： 滝本　寿史（綾部市立病院）

学発番号： 学13-069号
研修会名： 血液実技講習会
日  時： 平成26年3月21日（金）　9：00～17：00
場  所： 京都大学医学部　人間健康科学科　実習室
主 題： 血液形態顕微鏡実習：楽しく形態検査を学ぼう
講 師： 血液研究班員
参加数： 28名（会員27名）
報告者： 中西　加代子（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学13-070号

研修会名： 微生物分野　講演会　第二回感染症診断フォーラム

日  時： 平成26年3月8日（土） 15:00～18:30
場  所： ホテル京阪　京都
主 題1： C.DIFF QUIK CHEK コンプリートの評価と効率的な運用について
講 師1： 山田　幸司（京都府立医科大学附属病院部）
主 題2： Clostridium difficile 感染症を含めた感染制御認定微生物検査技師（ICMT）の対応
講 師2： 林　彰彦（京都市立病院）
主 題3： Clostridium difficile 感染症に対する感染制御認定看護師（CNIC）の対応
講 師3： 金城　真一（滋賀医科大学医学部附属病院　感染制御部）
主 題4： Clostridium difficile 感染症に対する感染制御専門薬剤師（BCICPS）の対応
講 師4： 小阪　直史（京都府立医科大学附属病院　薬剤部）
参加数： 47名（会員47名）
報告者： 山田　幸司（京都府立医大附属病院）　

学発番号： 学13-071号

研修会名： 微生物分野　実技講習会　寄生虫実習

日  時： 平成26年3月15日（土） 14:00～18:00
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場  所： 京都府立医科大学基礎医学舎
主 題1： 新興・再興原虫感染症－検査と診断
講 師1： 山田　稔（京都府立医科大学　感染病態学）
主 題2： 寄生虫検査実習
講 師2： 大道寺　智（京都府立医科大学　感染病態学）
参加数： 42名（会員：42名）
報告者： 山田　幸司（京都府立医大附属病院）　

4.広報事業（継続事業 4）

4-1会誌

4-2会報

4-3行事カレンダー
毎月発行しました。

4-4ホームページ

4-5メールマガジン

5．市民・資格者向け啓発事業（継続事業 5）
5-1定期総会

事業名： 平成25年度定時社員総会
日  時： 平成25年5月31日
場  所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
参加数： 596名（内委任状575名）

5-2府・市民公開講座

平成25年度一般社団法人京都府臨床検査技師会定時社員総会が京都保健衛生専門学校視聴覚教室
で開催されました。議長より定時社員総会成立の宣言からはじまり、報告事項として平成24年度事業報
告、平成25年度事業計画が報告され、議案事項へと進められ、第一号議案平成24年度決算報告承認
の件、第二号議案入会・退会及び会費規定改定案承認の件会場異議無く可決承認され盛況のうちに閉
会となりました。

会報 No.48（平成25年4月号）　No.49（平成25年11月号）　No.50（平成26年1月号）

ほぼ毎週発行し、通算600号を突破いたしました。

ほぼ毎週更新を行い、迅速な広報を実施しました。行事予定では、研修会情報等を迅速に掲載いたしま
した。求人情報では、多くの施設からの求人情報を掲載し、有効なホームページ活用ができました。

ホームページやメールマガジン、行事予定表を利用して研修会予定等を迅速に広報
するとともに、会誌や会報を発行して報告を行い、事業活動の広報に努めました。

会誌　2013.　Vol.40　『平成25年度総会号』
<Contents>
会誌発行にあたって
平成25年度（一社）京都府臨床検査技師会　定期総会議事録
　　総会議案書
　　　　報告事項
　　　　　報告1　　　平成24年度事業報告
　　　　　報告2　　　平成25年度事業計画及び予算
　　　　議案事項
　　　　　第1号議案　平成24年度決算報告 承認の件
　　　　　第2号議案　入会・退会及び会費規程改定案 承認の件
入会・退会及び会費規程
平成25年度　名簿
　　役員名簿
　　理事任務分担表
　　研究班名簿
　　賛助会員名簿
平成24年度　京臨技会報（バックナンバー）
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事業名： 一般社団法人京都府臨床検査技師会　府・市民公開講演会
日  時： 平成25年11月17日 14：00～17：00
場  所： 京都リサーチパーク西地区4号館ルーム1
主 題1： 最新ケニアHIV/エイズ事情　現状と課題
講 師1： 稲田頼太郎(NPO法人ｲﾙﾌｧｰ副理事長)
参加数： 総数43人
会　員： 26人

5-3新入・転入会員研修会

事業名： 第15回新入転入研修会
日  時： 平成25年10月4日（金） 18：30～19：45
場  所： ホテル京阪京都
主 題1： 会の組織・運営などの説明、日臨技紹介
講 師1： 小澤　優（京都府臨床検査技師会　副会長）
主 題2： 事業説明
講 師2： 林　孝俊（京都府臨床検査技師会　事業部長）
主 題3： 研究班活動について
講 師3： 荻野　和大（京都府臨床検査技師会　学術部長）、各研究班班長
参加数： 57名（うち新入会員22名、転入会員5名、再入会1名）

5-4京臨技北部学術発表会

事業名： 第24回京臨技北部学術発表会
日  時： 平成25年11月30日（土） 12：45～17：05
場  所： 京都府立中丹勤労者福祉会館
主 題1： 発表演題（微生物2題、病理3題、生理2題、チーム医療1題）
講 師1： 座長（4人）、演者（8人）
主 題2： 特別講演「コミュニケーションに活用するコーチングの基礎」
講 師2： 高橋美佐（ＮＰＯ法人ヘルスコーチ・ジャパン）
参加数： 47人（会員33人、非会員3人、賛助会員11人）

5-5施設責任者会議

早瀬副会長の司会進行により、第15回新入・転入会員研修会をホテル京阪で開催しました。第一部は京
臨技小澤副会長から京臨技の組織・運営の説明や日臨技の組織・活動などの説明がありました。続い
て、林事業部長から京臨技の事業活動についての説明がありました。第二部では荻野学術部長の進行
により各研究班班長から研究班の活動について説明がありました。多くの有益な事業が開催されている
ことが新入会員に伝わり、京臨技及び日臨技の必要性を認識していただくことができた会となりました。

北部学術発表会は通称・北部学会と呼ばれ、北部の一大行事として定着しています。24回目になる今回
は、発表演題と特別講演の2部で構成しました。発表演題は、微生物2題、病理3題、生理2題、チーム医
療1題で合計8題の発表がありました。特別講演は、ＮＰＯ法人ヘルスコーチ・ジャパンの高橋美佐先生を
迎えて、コーチングをテーマに講演していただきました。コミュニケーション・スタイル（傾向、好み、クセ）
が人によって異なることを知り、人間関係を円滑にさせるということを学びました。やる気のでる仕事のた
のまれ方、承認（ほめる、認める、変化に気付く、ねぎらう）の実践もあり、参加者全員が楽しい時間を過
ごすことができました。

市民公開講演会として市民の方、会員の方にHIV/エイズについて、アフリカケニアでのHIV事情の話し
を通して、関心を持ってもらうということで企画しました。内容は「最新ケニアＨＩＶ/エイズ事情　現状と課
題」というタイトルでＮＰＯ法人イルファー副理事長　稲田頼太郎先生にご講演いただきました。講演内容
は、アメリカでのＨＩＶ/エイズとの出会い、エイズ研究、ＮＰＯ法人イルファー(稲田-ラングAIDS財団)の設
立、NPO法人イルファーが行ってきた日本の医療従事者のHIV/エイズ研修内容、アフリカでのHIV/エイ
ズ事情や稲田先生がHIV/エイズ医療体制構築の為に現在活動されている、ケニアでのHIV/エイズ、ス
ラム地域の人々の生活環境、HIV/エイズへの偏見、差別について実際にあった出来事などを話してい
ただきました。現地での問題点として、医療従事者の抗ＨＩＶ薬服薬指導不足による耐性株出現、ＨＩＶ/
エイズ以外の性感染症(梅毒、Ｂ型肝炎)の問題、抗ＨＩＶ薬の富裕層への転売、現地の医療従事者への
教育などをあげられていました。
以上の内容について、稲田先生から講演開始から終わりまで情熱を持って聴衆者の心に響く語り口でご
講演いただきました。
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事業名： 施設連絡責任者会議「管理運営研修会」
日  時： 平成25年3月1日（土） 12：00～14：00
場  所： 京都府立医科大学基礎医学学舎
主 題1： 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成について」　
講 師1： 高島　徹　京臨技理事
主 題2： 「日臨技施設認証制度について」
講 師2： 山本　慶和 日臨技執行理事
主 題3： 2014年度診療報酬改定の概要
講 師3： 吉川　和男（シスメックス(株)　トータルソリューション部　西日本営業推進課）
参加数： 総数33人　（会員：29人）

5-6京都病院学会

事業名： 第48回京都病院学会
日  時： 2013年6月9日
場  所： 池坊短期大学
主 題1： 基調講演　災害に強い病院を作る：東日本大震災の経験から
講 師1： 福井　幾夫（弘前大学大学院医学研究科　教授）
主 題2： 特別講演　スポーツとは何か？民主主義からしか生まれない反暴力の文化
講 師2： 玉木　正之（スポーツ＆音楽評論家）

6．共催・後援・協力事業
6-1共催事業

事　業： 肺病変の細胞診について講演会・実技講習会
共　催： 日本臨床細胞学会京都府支部検査士部会
日　時： 平成25年7月20日(土)
会　場： 京都保健衛生専門学校

6-2後援事業
事業名： 第30回京都民医連中央病院　細胞診教育セミナー
日　時： 平成25年4月～12月
会　場： 京都民医連中央病院　病理技術課
主　催： 公益社団法人　京都保健会　京都民医連中央病院

事業名： 平成25年度高校生の病院臨床検査室見学
日　時： 平成25年5月～平成26年2月
主　催： 京都保健衛生専門学校

事業名： 病理技術向上講座
日　時： 平成25年5月11日(土)
会　場： 滋賀県立成人病センター研究所　講堂
主　催： 滋賀県立成人病センター研究所

事業名： 病理技術講習会
日　時： 平成25年6月29日(土)
会　場： 京都保健衛生専門学校
主　催： 日本臨床検査同学院

今年で第9回を迎えますが、連絡責任者の方以外の参加も期待し管理運営研修会として実施いたしまし
た。第一部では髙嶋理事から、日臨技が計画中の検査説明・相談ができる臨床検査技師育成につい
て、今後の方向性なども含めた紹介をしていただきました。また山本　慶和 日臨技執行理事より「日臨技
施設認証制度について」、参加の重要性と意義を解説いただきました。
第二部では2014年診療報酬改定に合わせ講師をお願いし改定のポイントとなる、病院・病棟再編に始ま
る地域包括ケア路線、2025年問題などをご解説いただきました。時間の関係で最後の質疑応答が十分
取れませんでしたが、前回よりも参加人数が増え、恒例化・定着化が進んでいる手応えを感じました。

　技師会からは、実行委員を1名、準備委員を4名派遣し学会運営に携わりました。今年で学会会場を池
坊短期大学に移して3回目となり、大きな問題なく学会運営ができました。技師部門からは23題の演題発
表がありました。この学会はアットフォーム感もあり、若い技師の学会の登竜門として多くの方に発表して
頂きました。また、発表するだけでなく病院同士の交流を深める場となり病院職員に実りある学会になっ
たと思います。
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事業名： 睡眠健康週間・市民公開講演
日　時： 平成25年8月27日～9月10日
会　場： メルパルク京都
主　催： 公益法人　精神・神経科学振興財団

事業名： 『世界糖尿病デー』ブルーライトアップ事業
日　時： 平成25年11月14日(木)　18：00～22：00
会　場： 京都府庁舎・京都市庁舎・二条城・京都タワー・東寺五重塔
主　催： ＩＤＦ－ＷＰＲ、日本糖尿病協会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会奈良県

支部、日本糖尿病協会京都府支部、京都府医師会、京都府糖尿病対策推
進事業委員会、京都府、京都市

事業名： 『世界糖尿病デー』糖尿病対策講座（講演・健康チェック・健康相談など）
日　時： 平成25年11月17日(日)　14：00～17：00
会　場： 京都府医師会館(定員350名)
主　催： ＩＤＦ－ＷＰＲ、日本糖尿病協会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会奈良県

支部、日本糖尿病協会京都府支部、京都府医師会、京都府糖尿病対策推
進事業委員会、京都府、京都市

事業名： 市民公開シンポジウム「狭心症にかからないために」
日　時： 平成25年12月7日(土)
会　場： メルパルク京都
主　催： 公益社団法人日本放射線技術学会

事業名： 滋臨技　第4回輸血・移植部門研修会
日　時： 平成25年12月21日(土)　14：00～17：00
会　場： 草津市立まちづくりセンター
主　催： 公益社団法人　滋賀県臨床検査技師会

事業名： 日本医療マネジメント学会第11回京滋支部学術集会
日　時： 平成26年02月15日(土)
会　場： 京都テルサ
主　催： 日本医療マネジメント学会

事業名： 第13回　京都呼吸ケア研究会　【COPDの包括管理】～基礎から臨床まで～
日　時： 平成26年3月8日(土)　14：00～17：30
会　場： 京都リサーチパーク　バズホール
主　催： 京都呼吸ケア研究会

事業名： 春の「すいみんの日」市民公開講座2014(京都)「ボケないための眠りの話」
日　時： 平成26年3月9日(日) 13：00～16：00
会　場： メルパルク京都
主　催： 公益財団法人　精神・神経科学振興財団

6-3賛助
特定非営利活動法人京都がん医療を考える会　賛助　年会費20,000円　
日　時： 平成25年9月14日(日) 13：00～16：00
会　場： イオンモールKYOTO
主　催： NPO法人　京都がん医療を考える会

6-4協力・出席　等
協力

事業名： 日臨技季刊誌「ピペット」配置協力
京都市立病院・京都民医連中央病院・愛生会山科病院・京都桂病院・京都第一赤十字
病院・京都大学医学部附属病院・綾部市立病院・四条大宮クリニック・京都第二赤十字
病院・京都南病院・新京都南病院・京都保健衛生専門学校（12施設）
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行事出席
事業名： 京都府放射線技師会公益法人取得記念式典
日　時： 平成25年10月26日(土) 早瀬副会長
会　場： ルビノ京都堀川

事業名： 第33回日衛協近畿支部臨床検査大会
日　時： 平成25年11月11日(月) 白波瀬副会長
会　場： シェラトン都ホテル大阪

事業名： 京都私立病院協会創立49周年記念式典
日　時： 平成25年11月15日(金)　16：00～19：00 小澤副会長
会　場： ホテルグランヴィア京都

事業名： 認定心電検査技師認定試験対策研修会
日　時： 平成25年11月17日(日) 山田理事
会　場： みやこめっせ

事業名： 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画担当者講習会
日　時： 平成25年12月06日(金)～8日(日) 髙嶋理事
会　場： LMJ　東京研修センター

事業名： 京都私立病院協会新春懇親会
日　時： 平成26年01月18日(土) 白波瀬副会長
会　場： 京都ブライトンホテル

事業名： 日臨技情勢報告会・賀詞交換会
日　時： 平成26年01月24日(金) 今井会長・小澤副会長
会　場： MARKSQUARE30階LOTUS

事業名： 京都府医師会新春賀詞交換会
日　時： 平成26年02月01日(土) 早瀬副会長
会　場： グランビアホテル

事業名： 京都私立病院協会元会長清水紘先生　瑞宝双光章受賞祝賀会
日　時： 平成26年2月22日(土) 小澤副会長

事業名： 兵庫臨技会長冨永博夫先生　瑞宝双光章受賞祝賀会
日　時： 平成26年2月22日(土) 今井会長

事業名： 京都保健衛生専門学校卒業式
日　時： 平成26年3月22日(水) 今井会長

6-5．各種表彰
京都府保健医療功労者表彰 林　彰彦氏
事業名： 平成25年度京都府保健医療功労者表彰
日　時： 平成25年11月7日
会　場： 京都府公館　レセプションホール

叙　勲： 瑞宝双光章 湯浅　宗一氏 （京都府立医科大学附属病院）

7.総務事業
念願の1000人となりました｡賛助会員数は57社、会員施設数は122施設でした｡（3/31現在）


