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平成26年度事業報告書

1．衛生思想事業（継続事業　1）
1-1第41回くらしと健康展

事業名： 第41回くらしと健康展
日　時： 平成26年10月26日（日）　10:00～16:00
場　所： 京都府医師会館
内　容 血糖測定・HbA1C測定・臨床検査紹介資料配布　
参加数： 14名（うち理事7名、研究班員6名、協力者1名）
検査数： 418名
報告者： 小原　伸之（京都医療センター）

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26年度年度医療推進協議会イベント
日　時： 平成26年11月9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（顕微鏡による血液像観察）、臨床検査の広報
入場者： 約350名 顕微鏡観察： 約50名
会　員： 京臨技会員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

事業名： LOVE49　子宮頸がん啓発活動
日　時： 平成26年4月20日（日）　13：00～17：30
場　所： ゼスト御池　河原町広場
主　題1： 子宮頸がんについて
講　師1： 加藤　順子（株式会社　セルネット）
主　題2： 子宮頸がん　パネルディスカッション

平成26年度の定時総会では、会長及び副会長2名、理事7名と大幅な役員交代が行われ、世代交代と女
性の参画を視野に入れた新たな執行体制の下に事業を遂行することとなりました。新体制では、まずは既
存の事業継続を円滑に図り、さらに発展させていくことが求められますが、計画した事業は概ね順調に執
行することが出来ました。偏に理事、研究班役員をはじめ会員諸氏のご協力によるものと感謝申し上げま
す。

今回のくらしと健康展は例年通りの「血糖測定」と新たな取り組みとして「HbA1c測定」を行いました。
実務では新たにHbA1c測定を行うこともあり前年より5名増員して14名で測定しました。来場と同時に
できる行列に焦らず、機敏に測定を行い、また相談や説明をできるだけ丁寧に対応し臨床検査技師
らしさを存分に発揮できた一日となりました｡「来年もまたくるわ」等々、来場者からは好評でした。

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20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ベリーダンスチーム、ギタリストなど総勢9チーム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。

地域包括ケアシステム～認知症を中心に～　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（顕微鏡による血液像観察）とパンフレット及びDVD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。　顕微鏡による血液像観察では、小さなお子様
からご年配方まで50名程の方に参加していただき、血液像の説明を行いました。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を配布し臨床検査の広報を行いました。　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。

具体的な取り組みについては順次書き並べるとして、特筆すべきは.　「検査説明・相談ができる臨床検査
技師育成講習会」の開催です。これは、平成19年12月28日付厚生労働省医政局長通知(医師及び医療関
係事務職員等との間等での役割分担の推進)をうけ、日臨技との共同開催として実施した講習会です。こ
の講習会では、臨床検査技師に患者向けの臨床検査説明･相談実施に必要な知識及び技術を習得して
いただき、もって臨床検査技師のチーム医療参画の質的向上を図ることを目的としています。日臨技では
本講習会を3年間で会員の約1割に相当する5,000名の講習修了者を目標としていますので、京臨技でも
100名の受講修了者を目標に、平成27年度も引き続き取り組みたいと考えています。
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講　師2： 江口　光徳　（宇治徳洲会病院）、豊山　浩祥　（京都桂病院）他
参加数： 17名（京臨技会員14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： 平成26年度日臨技全国「検査と健康展」京都会場
日　時： 平成26年10月26日（土）　10:00～15:00
場　所： 京都保健衛生専門学校
内　容：　健康チェック・検査説明・健康相談・臨床検査紹介資料配布
入場者： 約100名 健康チェック： 約80名

検査説明・相談： 約70名
会　員： 京臨技会員8名（理事3名、学術部5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）

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）

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： 京都府臨床検査技師会
日　時： 平成26年9月6日（土）　15：15～17：15
場　所： メルパルク京都
主　題1： 甲状腺レセプター抗体（TRAB）の特徴
講　師1： 吉岡　幸　（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）
主　題2： 甲状腺検査の基礎
講　師2： 狩野　春艶　（兵庫医科大学病院　臨床検査技術部）
主　題3： 甲状腺機能異常を示す疾患の診断と治療
講　師3： 窪田　純久　（甲状腺内科　くぼたクリニック　院長）
参加数： 総数108名（臨床検査技師65名「京臨技会員：41名」、医師会43名）

2．精度管理事業（継続事業　2）
2-1精度管理事業

日　時： 平成26年10月21日～11月14日
参加数： 65施設

2-2合同報告会

事業名： 第30回京臨技精度管理調査合同報告会
日　時： 平成27年3月7日（土曜日）
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49人（京臨技会員：43人）

全国検査と健康展など京臨技事業を通して府民への啓発を行いました。

甲状腺疾患をテーマに検査と診断・治療についての講演会を開催しました。臨床検査技師は、甲状
腺の解剖と機能についての基礎的な解説から甲状腺ホルモン説明、自己抗体検査の特徴、治療中
の甲状腺検査結果報告には注意が必要であるなどの説明がありました。甲状腺専門医師からは安
全に行えるバセドウ病の初期薬物治療、橋本病はどの様なときに治療が必要となるか、トピックスとし
て甲状腺機能亢進症と甲状腺機能低下症に新しく加わった疾患などの解説があり。甲状腺疾患の
概念を理解するのに有意義な研修会でした。

今回の精度管理調査はサンプル凍結のアクシデントがあり、ご迷惑をおかけしました。データ的にも
影響がなかったとは言い切れません。70％以上の正解率をめざし、評価の思わしくない施設にはコメ
ントを付記するルールは定着してきました。各研究班出題にも工夫が見られ、研修会で勉強した内容
の確認的な問題、トピックス的な問題など基礎的な内容にとどまらず出題されていました。日臨技の
進めている精度保証認定制度認証に必要な”精度管理に関する研修会への参加”に合致する本報
告会は益々重要になると考えます。

平成26年度は例年とほぼ同様の65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確認し実施しました。サンプル凍結というトラブルがありました
が、臨機応変に対処しました。

健康チェックは血管年齢・骨密度・尿検査・簡易ヘモグロビン・体組成（インボディー）を実施し約80
名、臨床検査専門医による検査説明・相談には、約70名の参加がありました。検査説明には日本臨
床検査専門医会より佐守友博会長ほか2名の医師を派遣していただき、理事３名も同席し検査説明
の実際を研修しました。

全国検査と健康展など京臨技事業を通して府民への啓発を行いました。
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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27年3月12日（土）　14:00～
場　所： 株式会社ジェ・シ・アル（J・C・R）

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）

生理Ａ： 10回
生理Ｂ： 8回
輸血： 5回
臨床化学・免疫血清： 11回
血液： 4回
病理・細胞： 4回
一般： 4回
微生物： 4回
情報システム： 0回
北部： 9回
南部： 2回
チーム医療： 3回
学術部（遺伝子）： 1回

3-1学術研究班
学発番号： 学14-001号
研修会名： 平成26年度京都府糖尿病対策推進講習会
日　時： 平成26年5月11日（日）　14:00～17:00
場　所： 京都府医師会館
主　題1： 島根県における糖尿病地域連携の取り組み
講　師1： 武田　倬　（鳥取県中央病院　顧問、島根糖尿病療養支援機構　副理事長）
主　題2： 島根県における糖尿病地域連携の取り組み
講　師2： 田中　美紗子　（松江記念病院　管理栄養士）
主　題3： 『京都府における多職種・地域連携』　パネルディスカッション
講　師3： 土居　健太郎　（洛和会音羽病院　内分泌糖尿病内科部長）
参加数： 総数　203人（京臨技会員：3人）
報告者： 荻野　和大　（三菱京都病院）　

学発番号： 学14-002号
研修会名： 輸血検査研究班講習会
日　時： 平成26年5月24日（土）　13:30～17:00
場　所： 京都保健衛生専門学校第3実習室
主　題1： カラム凝集法講習会（講義・実技）　
講　師1： 吉田　純平　（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス）
参加数： 総数　32人（京臨技会員：28人）
報告者： 多胡　聖子　（京都微生物研究所）

学発番号： 学14-003号
研修会名： 遺伝子染色体研修会「遺伝子検査の導入について」
日　時： 平成26年6月21日（土）　13:30～16:30
場　所： メルパルク京都
主　題1： 造血器腫瘍遺伝子検査の導入
講　師1： 渡邉　珠緒　（京都大学医学部附属病院）
主　題2： 病理検査室における遺伝子検査の導入について
講　師2： 山口　直則　（綾部市立病院）
主　題3： コマーシャルキットを使用した遺伝子検査について
講　師3： 中條　聖子　（株式会社エスアールエル）
参加数： 総数　37人（京臨技会員：13人）
報告者： 庄司　月美　（京都大学医学部附属病院）

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。

平成26年度より日臨技への直接申請となり、京臨技委員会の開催はありませんでした。

研修会40回、講演会13回、実技講習会12回（65回）開催しました。参加者総数　2,450人、京臨技会
員1,414人でした。74回を活動計画としておりましたが、3月に開催期限を設けた事などで達成できま
せんでした。
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学発番号： 学14-004号
研修会名： 臨床化学研修会
日　時： 平成26年4月22日（火）　19:00～20:30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主　題1： ヘモグロビンA1c測定における異常分画情報～世界の変異ヘモグロビン～
講　師1： 延原　崇之　（アークレイマーケティング株式会社　学術部）
主　題2： 最新型自己血糖用グルコース測定器　GT-1830の特徴と演習
講　師2： 高岡　祐司　（アークレイマーケティング株式会社　学術部）
参加数： 総数　19人（京臨技会員：16人）
報告者： 中村　美保　（ファルコバイオシステムズ総合研究所）

学発番号： 学14-005号
研修会名： 生理検査分野　腹部超音波研修会
日　時： 平成26年年6月26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1： 上腹部エコー　スクリーニング検査　～解剖・描出方法を中心に～
講　師1： 日比野　みゆき　（十条リハビリテーション病院）
参加数： 総数　41人（京臨技会員：32人）
報告者： 今川　昇　（京都工場保健会）

学発番号： 14-006号
研修会名： 心電図研修会
日　時： 平成26年6月19日（日）　18：30～20：30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主　題1： 心電図基礎～心電図のとり方、読み方の基礎を押さえましょう　症例も交えて～
講　師1： 中村　美千代　（宇治徳洲会病院　中央検査室）
参加数： 総数　63人(京臨技会員：51人)
報告者： 米澤　英伸　（京都民医連中央病院）

学発番号： 学14-007号
研修会名： 第16回京都CDEの会講習会
日　時： 平成26年6月14日（土）　14：45～18：10
場　所： アークレイ株式会社　京都研究所（擁翠園内）
主　題1： 「診療所における療養指導の実際」
講　師1： 鍵本　伸二　（かぎもとクリニック院長）　
主　題2： 「京都CDEの会で一緒に学びましょう」
講　師2： 佐藤　和生　（日本バブテスト病院　薬剤師）　
主　題3： 「療養行動確立への心理的アプローチ」
講　師3： 肥後　直子　（京都府立医科大学附属病院　糖尿病看護認定看護師）　
参加数： 総数　184人（京臨技会員：6人）
報告者： 小原　伸之　（国立病院機構　京都医療センター）　

学発番号： 学14-008号
研修会名： 京都府技師会血液講演会
日　時： 平成26年7月26日（土）　14:00～17:00
場　所： キャンパスプラザ京都
主　題1： Case　study　17
講　師1： 鬮橋　進吾　(京都第一赤十字病院)
主　題2： 悪性リンパ腫の病態と診断・治療
講　師2： 錦織　桃子　（京都大学医学部附属病院血液・腫瘍内科）
参加数： 総数　51人（京臨技会員：44人）
報告者： 中西　加代子　（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学14-009号
研修会名： 輸血検査研修会
日　時： 平成26年6月20日（金）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主　題1： 輸血検査研修会　輸血検査の基礎
講　師1： 笹田　裕司　（京都府立医科大学附属病院　輸血・細胞医療部）
参加数： 総数　38人（京臨技会員：34人）
報告者： 笹田　裕司　（京都府立医科大学附属病院）

学発番号： 学14-010号
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研修会名： 輸血検査研修会
日　時： 平成26年6月28日（土）　13:30～17:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　第3実習室
主　題1： 輸血検査　初級実技講習会
講　師1： 青山　絹子　（第二岡本総合病院　臨床検査科）
参加数： 総数　33人（京臨技会員：33人）
報告者： 青山　絹子　（第二岡本総合病院）

学発番号： 学14-011号
研修会名： 一般検査基礎研修会①
日　時： 平成26年6月7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： 尿検査の基礎～日常で遭遇する異常値について～
講　師1： 延原　崇之　（アークレイマーケティング株式会社学術部）
主　題2： 尿沈渣～血球類～
講　師2： 仲間　美乃　（京都桂病院）
主　題3： 尿沈渣～円柱類～
講　師3： 藤内　千歳　（京都第二赤十字病院）
参加数： 総数　22人（京臨技会員：16人）
報告者： 土井　翼　（日本バプテスト病院）

学発番号： 第14-012号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日　時： 平成26年5月27日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 血液ガス分析の基礎とデータの見方
講　師1： 松永　浩二　氏（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）
主　題2： 血液ガス判読実践編
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： 総数　33人（京臨技会員：31人)
報告者： 小紫　あゆみ　(公立南丹病院SRL検査室）

学発番号： 学14-013号
研修会名： 細胞分野　実技講習会
日　時： 平成26年7月5日(土）　13:00～17:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　実習室
主　題1： 泌尿器細胞診の新報告様式について
講　師1： 三村　明弘　（大阪労災病院　中央検査部病理）
主　題2： 尿細胞診　鏡検実習
講　師2： 三村　明弘　（大阪労災病院　中央検査部病理）
参加数： 総数　25人（京臨技会員：18人）
報告者： 山口　直則　（綾部市立病院）　

学発番号： 学14-014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26年7月5日（土）　13:30～16:45
場　所： 京都保健衛生専門学校　5F体育館
主　題1： 超音波実技指導（心エコー）
講　師1： 坂井　貴光　（京都府立医科大学付属病院）
主　題2： 超音波実技指導（頸動脈エコー）
講　師2： 多田　淳史　（京都工場保健会）
主　題3： 超音波実技指導（心エコー、腎動脈エコー）
講　師3： 今川　昇　（京都工場保健会）
主　題4： 超音波実技指導（下肢血管エコー）
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（心エコー、腎動脈エコー）
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（下肢血管エコー）
講　師6： 米澤　英伸　（京都民医連中央病院）
主　題7： 超音波実技指導（下肢血管エコー）
講　師7： 米田　智也　（京都大学医学部付属病院）
参加数： 総数　33人（京臨技会員数：17人）
報告者： 大庭　歩美　（京都工場保健会）
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学発番号： 学14-015号
研修会名： 輸血検査実技講習会
日　時： 平成26年7月5日（土）　9：30～17：00
場　所： 京都保健衛生専門学校　第1実習室
主　題1： 輸血検査　中級実技講習会
講　師1： 井上　和子　（京都桂病院　輸血部）
参加数： 総数　21人（京臨技会員：18人）
報告者： 井上　和子　（京都桂病院）

学発番号： 学14-016号
研修会名： 肺機能検査研修会
日　時： 平成年7月3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： 肺機能検査初級編　VC,FVCのピットフォール　アーチファクトを知ろう
講　師1： 松田　浩明　（医仁会　武田総合病院）
参加数： 総数　39人（京臨技会員：38人）
報告者： 西村　理恵子　（京都民医連中央病院）

学発番号： 学14-01７号
研修会名： 一般検査基礎研修会②
日　時： 平成26年7月5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： 尿沈渣検査～上皮細胞類～
講　師1： 佐伯　仁志　（NHO東近江医療センター）
主　題2： 尿沈渣検査～異型細胞類～
講　師2： 小山　賢　（京都桂病院）
参加数： 総数　30人（京臨技会員：26人）
報告者： 城戸　孝夫　（国立病院機構宇多野病院）

学発番号： 学14-018号
研修会名： 北部学術研究班・検査相談研修会
日　時： 平成26年8月30日（土）　14：00～15：30
場　所： 交流プラザふくちやま視聴覚室
主　題1： 検査相談のできる検査技師に要求される力
講　師1： 藤本　一満　(ファルコバイオシステムズ総合研究所）
参加数： 総数　22人（京臨技会員：21人）
報告者： 荒賀　智永　（綾部市立病院）　

学発番号： 学14-019号
研修会名： 第16回京都北部CDEの会講習会
日　時： 平成26年8月23日（土）　14:30～18:05
場　所： 舞鶴商工観光センター
主　題1： 一般演題

1）当院における糖尿病治療薬の使用状況と重症低血糖について
2）低血糖を起こさないように看護師に注意できること
3）低血糖を防ぐために注意したいこと～症例を通じて～
4）救急外来における低血糖対処のピットホール

講　師1： 1）堀　雅博　（市立福知山市民病院薬剤部）
2）和久　沙織　（市立福知山市民病院看護部）
3）渡邉　力也　（市立福知山市民病院総合内科）
4）鈴木　龍児　（市立福知山市民病院地域救命救急センター）

主　題2： 特別講演
糖尿病治療薬の光と影～重症低血糖の問題をふまえて考える～

講　師2： 岩倉　敏夫　（神戸市医療センター中央市民病院糖尿病・内分泌内科）
参加数： 総数　50人（京臨技会員：1人）
報告者： 中島　佳与子　（綾部市立病院）

学発番号： 学14-020号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日　時： 平成26年6月24日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 緊急検査におけるイムノクロマト法
講　師1： 原　哲郎　（アリーアメディカル（株）サイエンティフィック・サポート部）
主　題2： 緊急検査における生化学検査の見方、落とし穴
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講　師2： 南部　昭　（京都府立医科大学附属病院）
参加数： 総人数　35人（京臨技会員：27人)
報告者： 後藤　直樹　（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学14-021号
研修会名： 微生物研究班実技講習会
日　時： 平成26年7月24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　（京都府立医科大学附属病院）
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　（京都大学医学部附属病院）
参加数： 総数　31人（京臨技会員：24人）
報告者： 山田　幸司　（京都府立医科大学附属病院）

学発番号： 第14-022号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日　時： 平成26年7月29日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 淋菌及びクラミジア感染症
講　師1： 井上　麻畝　（ロッシュ・ダイアグノスティック株式会社）
主　題2： 子宮頸がんとHPV
講　師2： 武重　香澄　（ロッシュ・ダイアグノスティック株式会社）
参加数： 総数　27人（京臨技会員：18人）
報告者： 後藤　直樹　（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学14-023号
研修会名： 平成26年度京阪滋尿沈渣実習with穿刺液
日　時： 平成26年8月3日（日）　9：00～17:00
場　所： 京都保健衛生専門学校視聴覚室
主　題1： 尿沈渣血球類
講　師1： 堀田　真希　（大阪大学医学部付属病院）
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、異型細胞類
講　師3： 滝沢　恵津子　（大阪市立大学医学部付属病院）
主　題4： 髄液
講　師4： 吉永　治代　（近畿大学医学部付属病院）
主　題5： 穿刺液
講　師5： 佐伯　仁志　（NHO東近江総合医療センター）
主　題6： 顕微鏡の正しい使い方
講　師6： 宮城　仁　（オリンパス株式会社　科学ソリュ－ション部）
参加数： 総数　92人（京臨技：19人）　
報告者： 城戸　孝夫　（国立病院機構宇多野病院）

学発番号： 学14-024号
研修会名： 臨床化学研修会
日　時： 平成26年8月24日（日）　9:00～17:10
場　所： アークレイ株式会社　京都研究所
主　題1： 「作ってみよう！標準作業手順書（SOP）」
講　師1： 中村　美保　（ファルコバイオシステムズ総合研究所　生化学検査クラスタ）
主　題2： 「検査におけるミス撲滅への取組み」
講　師2： 北井　陽子　（京都大学医学部附属病院　検査部）

今西　唯　（京都府立医科大学附属病院　臨床検査部）
元松　未来　（ファルコバイオシステムズ岡山研究所　検査クラスタ1）

主　題3： 「管理血清の値が外れた時の対処法」
講　師3： 古後　富久　（日本電子株式会社　医療機器事業部医用機器本部）
主　題4： HbA1c測定における誤差要因について～正確な値を得るための注意点等～」
講　師4： 高岡　裕司　（アークレイマーケティング株式会社　学術部　データマネージメント）
主　題5： ランチョンセミナー　「ICTを用いた血圧管理」
講　師5： 白崎　修　（オムロン　ヘルスケア株式会社　グローバル営業企画統括部）
主　題6： 「結核感染症検査～T-SPOTを中心に～」
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講　師6： 　清水　隆弘　（ファルコバイオシステムズ総合研究所　生化学検査クラスタ）
主　題7： 「性感染症と淋菌・クラミジア検査」
講　師7： 大瀬　塁　（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）
主　題8： 「透析と臨床検査」
講　師8： 吉田　秀人　（天理よろづ相談所病院　臨床検査部　CE部門）
主　題9： 「よくわかる脂質代謝と脂質異常症」
講　師9： 藤本　一満　（ファルコバイオシステムズ総合研究所）
参加数： 総数　161人（京臨技会員：34人）
報告者： 後藤　直樹　（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学14-025号
研修会名： 生理検査分野　南部生理講演会
日　時： 平成26年8月30日（土）　14:00～16:30
場　所： 京都山城総合医療センター　5F会議室
主　題1： 心電図の基礎　～計測項目を理解しよう～
講　師1： 森嶋　良一　（奈良県立医科大学付属病院）
主　題2： 症例検討『心電図が理解できる超音波像』①
講　師2： 今川　昇　（京都工場保健会）
主　題3： 症例検討『心電図が理解できる超音波像』②
講　師3： 鮎川　宏之　（医仁会武田総合病院）
主　題4： 症例検討『心電図が理解できる超音波像』③
講　師4： 米田　智也　（京都大学医学部付属病院）
参加数： 総数　43人（京臨技会員：24人）
報告者： 今川　昇　（京都工場保健会）

学発番号： 学14-026号
研修会名： 京都府技師会血液講演会
日　時： 平成26年11月21日（土）　19:00～21:00
場　所： 京都センチュリーホテル
主　題1： フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病の治療の進歩と、今後の展望
講　師1： 近藤　忠一　(京都大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学)
参加数： 総数　46人（京臨技会員：43人）
報告者： 中西　加代子　（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学14-027号
研修会名： 北部学術研究班・生理検査研修会
日　時： 平成26年9月12日（金）　19：00～20：30
場　所： 綾部市立病院東館2階講堂
主　題1： 睡眠時無呼吸症候群～検査から治療まで～
講　師1： 服部　奨士　（フクダライフテック京滋株式会社京都営業所ＳＡＳ推進課）
参加数： 総数　15人（京臨技会員：15人）
報告者： 滝本　寿史　（綾部市立病院）

学発番号： 第14-028号
研修会名： 近畿微生物研究班合同研修会
日　時： 平成26年8月30日（土）　10:00～17:00
場　所： 住友病院
主　題1： 真菌同定の重要性
講　師1： 竹川　啓史　（神戸中央市民病院）
主　題2： 和歌山における耐性菌サーベイランスの取り組みとその効果
講　師2： 口広　智一　（公立那賀病院）
主　題3： 迅速発育抗酸菌の同定と感受性に関する検討
講　師3： 阿部　教行　（天理よろづ相談所病院）
主　題4： 臨床検査の未来予想図　～微生物検査のさらなる発展をめざして～
講　師4： 小松　方　（天理医療大学　准教授）
主　題5： 毒素産生　Clostridium　difficile　に関する検査方法の検討報告
講　師5： 谷野　洋子　（京都府立医科大学附属病院）
主　題6： MRSAの疫学解析　～POT法の市中病院への導入～
講　師6： 近澤　秀己　（近江八幡市立総合医療センター）
主　題7： イムノクロマト法で検出できなかった病原性大腸菌STECO157集団感染事例を経験して
講　師7： 川端　直樹　（市立敦賀病院）
主　題8： 遺伝子検査の敷居を下げるために　～当院の実例を通して～
講　師8： 木村　圭吾　（大阪大学医学部附属病院）
参加数： 総数　22人（京臨技会員：21人）
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報告者： 山田　幸司　（京都府立医科大学附属病院）

学発番号： 学14-029号
研修会名： 生理検査分野　腹部表在超音波検査実技講習会
日　時： 平成26年9月27日（土）　14:00～17:15
場　所： 京都保健衛生専門学校　5F体育館
主　題1： 超音波実技指導（消化管エコー）
講　師1： 松本　愛　（京都桂病院）
主　題2： 超音波実技指導（表在エコー）
講　師2： 日比野　みゆき　（十条リハビリテーション病院）
主　題3： 超音波実技指導（上腹部エコー）
講　師3： 辰巳　智香　（京都第一赤十字病院）
主　題4： 超音波実技指導（表在エコー）
講　師4： 北野　智美　（京都第二赤十字病院）
主　題5： 超音波実技指導（消化管エコー）
講　師5： 大森　崇宏　（善馬病院）
主　題6： 超音波実技指導（上腹部エコー）
講　師6： 荻野　和大　（三菱京都病院）
参加数： 総数　35人（京臨技会員数：22人）
報告者： 尾花　康子　（京都工場保健会）

学発番号： 学14-030号
研修会名： 生理検査分野　PSG研修会
日　時： 平成26年9月4日（土）　18:30～20:30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 簡易PSG検査　運用と最近の動向
講　師1： 田中　奈緒　(帝人医療酸素株式会社）
主　題2： 簡易PSG検査の実際
講　師2： 廣居　睦美　（宇治徳洲会病院　検査科）
参加数： 総数　26人（京臨技会員数：24人）
報告者： 小林　加奈子　（康生会武田病院）

学発番号： 学14-031号
研修会名： 細胞分野研修会
日　時： 平成26年9月28日（日）　14:00～16：30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主　題1： スライド模擬試験　前半
講　師1： 江口　光徳　（宇治徳洲会病院）
主　題2： スライド模擬試験　後半
講　師2： 山口　直則　（綾部市立病院）
参加数： 総数16人（京臨技会員：16人）
報告者： 山口　直則　（綾部市立病院）

学発番号： 第14-032号
研修会名： 京臨技臨床化学・免疫　研修会
日　時： 平成26年9月30日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 「CKDとeGFR　最近の話題」
講　師1： 足立　浩　（アルフレッサファーマ㈱　学術情報部　診断薬情報室）
主　題2： 「クレアチニン測定試薬の構成と日常遭遇した異常反応」
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： 総数　33人（京臨技会員:25人）
報告者： 後藤　直樹　（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学14-033号
研修会名： 北部学術研究班・一般検査研修会
日　時： 平成26年9月25日（木）　19:00～20:30
場　所： 舞鶴西駅交流センター第2会議室
主　題1： 胃がん検診の現状とABC分類の有用性
講　師1： 関根　和人　（栄研化学株式会社マーケティング推進室二部四課）
参加数： 総数　11人（京臨技会員：11人）
報告者： 園田　真之　（丹後中央病院）

学発番号： 学14-034号
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研修会名： 生理検査分野　腹部超音波講演会
日　時： 平成26年10月30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： 腹部超音波検査　『オタクの勧め』
講　師1： 小原　伸之　（国立病院機構京都医療センター）
参加数： 総数　41人（京臨技会員：40人）
報告者： 松本　愛　（京都桂病院）

学発番号： 学14-035号
研修会名： 生理検査分野　脳波研修会
日　時： 平成26年10月7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： きれいな脳波を記録するために　コツとポイント
講　師1： 田澤　知沙　（京都民医連中央病院　検査技術課）
主　題2： 異常脳波を見逃がさないポイント　症例を交えて
講　師2： 文室　知之　（京都大学学際融合教育研究推進センター）
参加数： 総数　36人（京臨技：33人）
報告者： 真鍋　浩子　（第2岡本総合病院）

学発番号： 学14-036号
研修会名： 南部学術研究班・微生物検査研修会
日　時： 平成26年10月22日（水）　18:30～20:00
場　所： 京都山城総合医療センター　9階会議室
演　題1： 血液培養の重要性
講　師1： 柳井　健祐　（日本べクトンデッキンソン株式会社　ダイアグノスティックシステム事業部）
演　題2： 細菌検査室のない施設での臨床検査技師の役割
講　師2： 高嶋　徹　（京都山城総合医療センター）
参加数： 総数　21人（京臨技会員：21人）
報告者： 青山　絹子　（第二岡本総合病院）

学発番号： 学14-037号
研修会名： 北部学術研究班・生化学検査研修会
日　時： 平成26年10月17日（金）　19:00～20:30
場　所： 綾部市立病院東館2階講堂
主　題1： イムノアッセイの基礎について
講　師1： 青木　和雄　（アボットジャパン株式会社学術情報室）
参加数： 総数　15人（京臨技会員：14人）
報告者： 余田　武志　（市立福知山市民病院BML検査室）

学発番号： 学14-038号
研修会名： 生理検査分野　耳鼻科検査研修会
日　時： 平成26年11月27日（木）　18:30～20:30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 標準聴力検査　マスキングを理解する
講　師1： 米澤　英伸　（京都民医連中央病院　検査技術課）
主　題2： 味覚検査など特殊検査の実際
講　師2： 塩川　美幸　（医仁会　武田総合病院　検査科）
参加数： 総数　24人（京臨技会員：21人）
報告者： 増田　信弥　（京都民医連中央病院）

学発番号： 学14-039号
研修会名： 生理検査分野　乳房超音波研修会
日　時： 平成26年11月20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1： カテゴリーから考える乳房超音波像の見方
講　師1： 尾花　康子　（京都工場保健会）
参加数： 総数　37人（京臨技会員：35人）
報告者： 北野　智美　（京都第二赤十字病院）

学発番号： 第14-040号
研修会名： 京臨技臨床化学・免疫　研修会
日　時： 平成26年10月28日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 「化学発光を用いた測定について」
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講　師1： 久保田　亜伊子　（協和メデックス株式会社　営業支援部学術免疫G）
主　題2： 「比色分析の基礎と過酸化水素・POD測定系生化学項目試薬の原理」
講　師2： 今田　貴之　（協和メデックス株式会社　営業支援部学術生化学G）
参加数： 総数　24人（京臨技会員：21人）
報告者： 西垣　圭二　（京都微生物研究所）

学発番号： 第14-041号
研修会名： 京臨技臨床化学・免疫　研修会
日　時： 平成26年11月25日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 「肝癌診療における腫瘍マーカーの役割について」
講　師1： 足立　祥子　（和光純薬株式会社）
主　題2： 「アルブミン測定法に関する話題」
講　師2： 長尾　健次　（和光純薬株式会社）
参加数： 総数　20人（京臨技会員：10人）
報告者： 上川　大輔　（京都微生物研究所）

学発番号： 学14-042号
研修会名： 北部学術研究班・微生物検査研修会
日　時： 平成26年11月12日（水）　19:00～20:30
場　所： 舞鶴赤十字病院東館講堂
主　題1： Clostridium　difficile　感染症（CDI）について
講　師1： 原　哲郎　（アリーアメディカル株式会社サイエンティフィック・サポート部）
参加数： 総数　21人（京臨技会員：21人）
報告者： 小西　由久　（舞鶴共済病院）

学発番号： 学14-043号
研修会名： 病理分野講演会
日　時： 平成26年12月13日（日）　14:00～17：00
場　所： 京都府立医科大学　基礎医学学舎１階　第1講義室
主　題1： ALK融合遺伝子陽性肺癌の免疫染色法　(ヒストファイン　ALK　iAEPキット)による診断
講　師1： 長嶋　健二　（株式会社ニチレイバイオサイエンス　企画管理部）
主　題2： コンパニオン診断とALKの最新情報
講　師2： 山田　博人　（アボットジャパン株式会社　モレキュラー事業開発部）
主　題3： 当院でのALK肺癌の経験　-　組織像を中心に-
講　師3： 安原　裕美子　（京都桂病院　病理診断科）
参加数： 総数　22名　（京臨技会員：16名）
報告者： 山口　直則　（綾部市立病院）

学発番号： 学14-044号
研修会名： 北部学術研究班・病理検査研修会
日　時： 平成26年12月5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： 当院病理検査室における遺伝子検査について
講　師1： 山口　直則　（綾部市立病院医療技術部臨床検査科）
参加数： 総数　13人（京臨技会員：12人）
報告者： 谷水　真吾　（市立福知山市民病院）

学発番号： 学14-045号
研修会名： 生理検査分野　末梢血管超音波研修会
日　時： 平成26年12月12日（金）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主　題1： 知っておきたい腎・腹部血管エコーの基本と実際
講　師1： 寺西　ふみ子　（八尾市立病院　中央検査部）
参加数： 総数　30人（京臨技会員：24人）
報告者： 宮崎　のり子　（医仁会武田総合病院）

学発番号： 学14-046号
研修会名： 生理検査分野　脳神経実技講習会
日　時： 平成26年12月6日（土）　13：00～16:15
場　所： 京都医療センター　カンファレンス室　生理検査室
主　題1： 症状から進める電気生理
講　師1： 村瀬　永子　（京都医療センター　神経内科）
主　題2： 神経伝導検査　誘発電位　ハンズオン
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講　師2： 小原　伸之　（京都医療センター　検査科）
真鍋　浩子　（第2岡本総合病院）
西村　光剛　（京都民医連中央病院）

参加数： 総数　20人（京臨技会員：16人）
報告者： 田中　ゆか　（京都民医連中央病院）

学発番号： 学14-047号
研修会名： 京都府技師会血液講演会
日　時： 平成26年1月17日（土）　14:00～17:00
場　所： キャンパスプラザ京都
主　題1： 京都府技師会血液精度管理報告
講　師1： 田辺　裕也　(ファルコバイオシステムズ)
主　題2： 血液内科医と臨床検査技師の情報共有の重要性－血液・骨髄塗抹標本の診断を中心に－
講　師2： 魚嶋　伸彦　（京都第二赤十字病院　血液内科　部長）
参加数： 総数　42人　（京臨技会員：31人）
報告者： 中西　加代子　（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学14-048号
研修会名： 南部学術研究班・管理運営研修会
日　時： 平成26年12月13日（水）　14：30～16：00
場　所： 京都山城総合医療センター　9階会議室
演　題1： 医療行政の動向と臨床検査室の方向性
講　師1： 金村　茂　（SRL臨床検査事業営業部門　営業管理部）
参加数： 総数　6人（京臨技会員：6人）
報告者： 高嶋　徹　（京都山城総合医療センター）

学発番号： 学14-049号
研修会名： 生理検査分野　心電図検査研修会
日　時： 平成27年1月29日（金）　18：30～20:30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題： 心電図認定技師による心電図症例提示
講　師1： 加藤　ゆず子　（京都府立医大付属病院　臨床検査部）
講　師2： 奥　真奈美　（草津総合病院　診療技術部）
講　師3： 北野　智美　（京都第二赤十字病院）
参加数： 総数　50人（京臨技会員：45人）
報告者： 増田　信弥　（京都民医連中央病院）

学発番号： 第14-050号
研修会名： 京臨技臨床化学・免疫　研修会
日　時： 平成26年12月16日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 「肺炎マイコプラズマ感染の迅速診断について」　
講　師1： 大島　匠平　（株式会社LSIメディエンス　診断薬事業部　研究開発・学術部　学術グループ）
主　題2： 「新しい敗血症マーカー　プレセプシンについて」
講　師2： 大島　匠平　（株式会社LSIメディエンス　診断薬事業部　研究開発・学術部　学術グループ）
参加数： 総数　16人（京臨技会員：13人）
報告者： 後藤　直樹　（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学14-051号
研修会名： 生理検査分野　超音波基礎研修会
日　時： 平成27年1月17日（土）　15:00～17:00
場　所： 京都府立医科大学　臨床講義棟　2F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： 総数　17人（京臨技：17人）
報告者： 米田　智也　（京都大学医学部附属病院）

学発番号： 学14-052号
研修会名： チーム医療研究班・第１７回京都CDEの会講習会
日　時： 平成27年1月24日（土）　14：00～17：35
場　所： 京都府立医科大学附属図書館　合同講義棟
講　演Ⅰ： 広がる治療の選択肢　～糖尿病薬の進歩～
講　師 京都大学大学院医学研究科　糖尿病・内分泌・栄養内科学特定助教　小倉　雅仁先生
講　演Ⅱ： 食品交換表を使った具体的な指導実践
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講　師 市岡　利恵　（京都医療センター　管理栄養士）　
特別講演： 食品交換表改訂とその背景
講　師： 津田　謹輔　（手塚山学院大学　人間科学部食物栄養科教授）　
参加数： 総数　122人（京臨技会員：6名）
報告者： 青山　絹子　（第二岡本総合病院）

学発番号： 学14-053号
研修会名： 北部学術研究班・病理検査研修会
日　時： 平成27年1月23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： 液状化検体細胞診（ＬＢＣ法）について
講　師1： 大杉　増美　（日本ベクトン・ディッキンソン株式会社ダイアグノスティックシステム事業部）
参加数： 総数　9人（京臨技会員：9人）
報告者： 谷水　真吾　（市立福知山市民病院臨床検査科）

学発番号： 学14-054
研修会名： 生理検査分野　北部合同超音波検査講演会　～領域別超音波検査を究める～
日　時： 平成27年2月2１日（土）　14：00～17：00
場　所： 綾部市保健福祉センター2階会議室
主　題1： 心エコーを究める（講義）
講　師1： 細川　舞　（医仁会武田総合病院）
主　題2： 心エコーを究める（ライブ担当）
講　師2： 米田　智也　（京都大学医学部付属病院）
主　題3： 腹部エコーを究める（講義）
講　師3： 尾花　康子　（京都工場保健会）
主　題4： 腹部エコーを究める（ライブ担当）
講　師4： 増田　信弥　（京都民医連中央病院）
主　題5： 頸動脈エコーを究める（講義）
講　師5： 山下　三千世　（京都大学医学部付属病院）
主　題6： 頸動脈エコーを究める（ライブ担当）
講　師6： 今川　昇　（京都工場保健会）
主　題7： 甲状腺エコーを究める（講義）
講　師7： 齋藤　祐巳子　（西陣病院）
主　題8： 甲状腺エコーを究める（ライブ担当）
主　題8： 荻野　和大　（三菱京都病院）
参加数： 総数　29人（京臨技会員：29人）
報告者： 今川昇　（京都工場保健会）

学発番号： 第14-055号
研修会名： 京臨技臨床化学・免疫　実技研修会
日　時： 平成27年2月28日（土）　8:30～17:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　実験室
主　題1： 酵素活性の組立てに関する講義
講　師1： 藤本一満　（ファルコバイオシステムズ）
主　題2： 酵素活性値測定（AST・ALP）
講　師2： 藤本一満　（ファルコバイオシステムズ）

南部　昭　（京都府立医科大学付属病院）
松原　卓也　（ファルコバイオシステムズ）
和田　哲　(和歌山県立医科大学附属病院）
中村　美保　（ファルコバイオシステムズ）
今西　唯　（京都府立医科大学付属病院）

参加数： 総数　43人(京臨技会員：9人）
報告者： 後藤　直樹　（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 学14-056号
研修会名： 病理分野講演会
日　時： 平成27年2月7日（土）　14:00～17：00
場　所： 京都大学医学部附属病院　検査部会議室
主　題1： 病理検査精度管理報告及び解説
講　師1： 大上　哲也　（国立病院機構京都医療センター臨床検査科）
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： LBCについて　
講　師3： 木下　勇一　（関西医科大学附属滝井病院　病理部）
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主　題4： 当院における甲状腺の精度管理と細胞像
講　師4： 河田　尚子　（舞鶴共済病院　臨床検査科）
主　題5： 当院における唾液腺細胞診の成績と細胞像
講　師5： 磯島　喜孝　（京都府立医科大学附属病院　病院病理部）
参加数： 総数　16名（京臨技会員：15人）
報告者： 山口　直則　（綾部市立病院）

学発番号： 学14-057号
研修会名： 動脈硬化検査研修会
日　時： 平成27年2月6日（金）　18:30～20:30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 基礎から見直そうABI/CAVI　～検査の実際とピットフォール～
講　師1： 河野　裕樹　（市立敦賀病院　医療技術部　検査室）
参加数： 総数　48名（京臨技会員：46名）
報告者： 中島　彩　（京都民医連中央病院）

学発番号： 学14-058号
研修会名： 心電図（ペースメーカー）研修会
日　時： 平成27年2月13日（金）　18:30～20:30
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： ペースメーカー心電図
講　師1： 山田　宜幸　（三菱京都病院　検査科）
参加数： 総数　29名（京臨技会員:29名）
報告者： 寺田　亜矢　（三菱京都病院）

学発番号： 学14-059号
研修会名： 北部学術研究班・血液検査研修会
日　時： 平成27年2月12日（木）　19:00～20:00
場　所： 舞鶴西駅交流センター第2会議室
主　題1： 血液検査のピットホール
講　師1： 畑　直哉　（アボットジャパン株式会社）
参加数： 総数13人（京臨技会員：12人）
報告者： 高見　昌幸　（舞鶴赤十字病院）

学発番号： 学14-060号
研修会名： 輸血検査研修会
日　時： 平成27年2月20日（金）　18：30～20：00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主　題1： 第30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： 精度管理を考える「輸血検査の質向上に向けて」
講　師2： 西野　主眞　（株式会社カイノス）
参加数： 総数　19人（京臨技会員：19人）
報告者1： 日下部　昌平　（京都南病院）

学発番号： 学14-061号
研修会名： 一般検査研修会
日　時： 平成27年1月25日（金）　14:00～16:40
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 髄液検査の基礎
講　師1： 仲間　美乃　(京都桂病院)
主　題2: 穿刺液
講　師2: 佐伯　仁志　（国立病院機構　東近江総合医療センター）
参加数： 総数　20人（京臨技会員：13人）
報告者： 藤内　千歳　（京都第二赤十字病院）

学発番号： 学14-062号
研修会名： 京都府技師会血液実技講習会
日　時： 平成27年3月8日（日）　9：00～17：00
場　所： 京都大学医学部　人間健康科学科
主　題1： 血液形態顕微鏡実習：楽しく形態検査を学ぼう
講　師1： 血液研究班員
参加数： 総数31人（京臨技会員：24人）
報告者： 中西加代子　（京都大学医学部附属病院）
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学発番号： 第14-063号
研修会名： 寄生虫実技講習会
日　時： 平成27年2月14日（土）　14:00～18:00
場　所： 京都府立医科大学附属病院
主　題1：
講　師1： 山田　稔　（京都府立医科大学寄生病態学教室）
参加数： 総数　31人（京臨技会員：24人）
報告者： 谷野　洋子　（京都府立医科大学附属病院）

学発番号： 第14-064　号
研修会名： 臨床化学免疫血清分野　研修会
日　時： 平成27年1月27日（火）　18:30～20:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚室
主　題1： 「濃度項目について」　
講　師1： 藤本　一満　（ファルコバイオシステムズ総合研究所）
主　題2： 「酵素活性について」
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： 総数　13人（京臨技会員：11人）
報告者： 後藤　直樹　（京都保健衛生専門学校）

学発番号： 第14-065号
研修会名： 京都・滋賀臨床検査技師会微生物研究班合同研修会
日　時： 平成27年2月20日（金）　19:00～20:30
場　所： キャンパスプラザ京都
主　題1： 耐性菌の基礎知識と今話題のCREについて
講　師1： 金子孝昌　（関東化学株式会社　試薬技術部）
参加数： 総数　47人（京臨技会員：32人）
報告者： 谷野　洋子　（京都府立医科大学附属病院）

4.広報事業（継続事業　4）

4-1会誌
会誌2014.Vol.41『平成26年度総会号』
<Contents>

平成26年度会誌発行にあたり会長挨拶
平成26年度定時社員総会議事録
平成25年度事業報告
平成26年度事業計画
平成26年度予算案
議案平成25年度決算報告承認
監査報告
議案理事監事選任
入会・退会及び会費規定
役員名簿
理事任務分担表
研究班名簿
賛助会員名簿
平成25年度京都臨技会報（バックナンバー）

4-2会報
会報　No.52（平成26年7月号）

・春の叙勲
・第10回理事会議事録
・第11回理事会議事録
・第12回理事会議事録
・第1回理事会議事録　
・平成25年度退任役員
・研究班員名簿
・平成26・27年度役員紹介

会報　No.53（平成26年11月号）
・新入転入会員研修会　

日本で問題となる感染症法、食品衛生法関連の

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。
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・臨床化学サマー研修会
・第2回理事会議事録
・第3回理事会議事録
・第4回理事会議事録
・第5回理事会議事録
・日臨技近畿支部より

会報　No.54（平成27年1月号）
・会費納入について
・管理運営研修会報告
・青嶋俊江先生瑞宝双光章受賞記念式典報告
・事業報告
・第6回理事会議事録
・第7回理事会議事録
・第8回理事会議事録

4-3行事カレンダー

4-4ホームページ

4-5メールマガジン
ほぼ毎週発行し、通算650号を突破いたしました。登録会員は約180名となりました。

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26年度定時社員総会
日　時： 平成26年5月31日（土）　14:00～15:00
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
参加数： 総数915人（委任状887人）

5-2府・市民公開講座

事業名： 京都府臨床検査技師会平成26年度市民公開講演会
日　時： 平成26年5月31日（土）　15:30～16:45
場　所： 京都保健衛生専門学校　視聴覚教室
主　題1： 知っておきたい身のまわりの寄生虫感染症
講　師1： 福富　祐之　氏
参加数： 京臨技会員25名　非会員2名　一般6名

5-3新入・転入会員研修会

事業名： 第16回新入転入研修会
日　時： 平成26年10月3日（金）　18:30～19:45
場　所： ホテル京阪京都
主　題1： 日臨技紹介　検査説明・相談が出来る臨床検査技師育成について
講　師1： 小澤　優　（京都府臨床検査技師会　副会長）
主　題2： 京臨技の組織・運営について　研究班活動について

毎月発行しました。

藤崎理事の司会進行により、第16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日臨技の組織・活動などの説明、また日臨技が取り組んでいる検査説明・相
談が出来る臨床検査技師育成について話がありました。第二部では京臨技荻野副会長から京臨技
の組織・運営について、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。

京都府臨床検査技師会平成26年度市民公開講演を平成26年5月31日（土）京都保健衛生専門学校
視聴覚教室にて開催しました。講師は（株）昭和メディカルサイエンス検査部福富祐之氏にお願い
し、　知っておきたい身のまわりの寄生虫感染症－食品・ペット・性感染症－のテーマで講演いただ
きました。一般の方だけでなく我々臨床臨床検査技師が聞いても為になる大変よい講演会でした。

平成26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。議長に早瀬泰行副会長、議事録署名人に今井秀一会長、小澤優副会長が
選任されました。議事として平成25年度事業報告、平成26年度事業計画・予算案が報告されました。
続いて平成25年度決算報告がされ、質疑応答の後、可決承認となりました。

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。
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講　師2： 荻野　和大（京都府臨床検査技師会　副会長）、各研究班班長
参加数： 総数55名(京臨技会員54名、新入会員25名、転入会員2名)
報告者： 藤内　千歳（京都第二赤十字病院　検査部）

5-4京臨技北部学術発表会

事業名： 第25回京臨技北部学術発表会
日　時： 2015/1/17（土）　12:45～17:30
場　所： 交流プラザふくちやま（福知山市）
主　題1： 発表演題(生理3題、微生物3題、生化学1題、血液1題、病理1題)
講　師1： 座長（3人）、演者（9人）
主　題2： 市民公開講演「撮影現場と技師の役割」
講　師2： 由利敬三氏（日活映画常務取締役）
主　題３：フォーラム「これからの臨床検査技師」
講　師3： 四方　学技師（綾部市立病院）
講　師3： 岩佐玲子技師（福井県済生会病院）
主　題４：臨床検査技師職業紹介
講　師４：小池正穂技師（舞鶴共済病院）
参加数： 総数84人（京臨技会員55名、賛助会員25名、非会員1名）

5-5施設連絡責任者会議

事業名： 第10回施設連絡責任者会議
日　時： 平成26年3月7日（土）　12:00～13：50
場　所： 京都府立医科大学基礎医学学舎
主　題1： 2つの法改正と日臨技主催講習会の案内
講　師1： 小澤　優　日臨技理事・京臨技副会長
主　題2： 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成について」　
講　師2： 高島　徹　京臨技理事
主　題3： 「日臨技施設認証制度について」
講　師3： 四方　学　京臨技副会長
主　題4： 京臨技施設アンケート報告
講　師4： 四方　学　京臨技副会長
参加数： 総数26人　（京臨技会員：25人）

5-6京都病院学会

事業名： 第49回京都病院学会
日　時： 平成26年6月8日（日）
場　所： 池坊短期大学
主　題1： 特別講演　スウェーデンの人々の暮らし～暮らしにまつわる医療と福祉～
講　師1： ウルフ・セールマルク（在日スウェーデン大使館　公使））
主　題2： 基調講演　永遠の17歳、おとなの学校で介護を変えよう
講　師2： 大浦　敬子（ピュアサポートグループ代表・医療法人大浦会理事長）　
参加数： 1953名

実行委員1名、準備委員6名を派遣して運営にかかわりました。臨床検査部門からは25題の演題発
表があり、発表後の質疑応答も活発におこなわれ、大変意義ある学会でした。又、技師同士の交流
もあり病院職員にとっては、実りある学会でした。

第10回を迎える今年は臨床検査に関わる2つの法改正があり会員への周知を主な目的として小澤日
臨技理事・京臨技副会長に解説していただきました。また、今年度より実施している「検査説明・相談
ができる臨床検査技師育成講習会」について、高島理事より開催の報告と今後の方向性なども含め
た紹介と「日臨技施設認証制度について」は、実際に取得した経験と取得の意義を四方副会長に解
説いただきました。さらに今回は久しく実施していなかった「施設アンケート」も実施しましたので四方
副会長より報告していただきました。参加人数が少し減りましたが、やや恒例化・定着化が進んでき
ていると思われます。

北部学術発表会は1988年から始まり、今回は第25回の記念大会になりました。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。今回は発表演題と市民公開講演とフォーラムの3部で
構成しました。発表演題は合計で9題の発表がありました。市民公開講演では日活映画常務取締役
の由利敬三氏を迎えて、撮影現場での俳優や監督、撮影技術者とのチームとしての役割や繋がりに
ついて講演していただきました。医療と違う現場でのチームの重要性について学びました。フォーラ
ムでは市立福知山市民病院の吉金礼三郎技師をモデレーターに、綾部市立病院の四方学技師と
福井県済生会病院の岩佐玲子技師の講演のあと、参加者全員でこれからの臨床検査技師について
討論する企画を行いました。院内に留まらず、院外の人と情報を共有できるような、社会全体のチー
ム医療の必要性を学びました。また今回初めて地元の高校生・中学生を対象に臨床検査技師の職
業紹介を企画しました。学生8人、保護者2人、教職員3人と予想以上の参加がありました。参加いた
だいた方には、大いに刺激を受けられ、実り多い発表会であったと確信しております。
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5-7検査説明･相談ができる臨床検査技師育成講習会

事業名： 平成26年度「検査説明･相談ができる臨床検査技師育成講習会」
日　時： 平成27年0１月10（土）　09：30～17：30

平成27年01月11（日）　09：15～16:30
場　所： 京都保健衛生専門学校
主　題1： ＜ビデオ放映＞臨床検査技師が検査説明・相談に取り組む意義
講　師1： 日本臨床衛生検査技師会　会長　宮島　喜文先生
主　題2： ＜ビデオ放映＞臨床検査技師の検査説明・相談に期待するもの～病院管理者の立場から～
講　師2： 青梅慶友病院　院長　木村　満先生
主　題3： ＜ビデオ放映＞看護師の患者接遇
講　師3： 日本看護協会　川本　利恵子先生
主　題4： R-CPC　＜初級レベル＞
講　師4： 天理医療大学教授　松尾　収二先生　
主　題5： 接遇の基本　ロールプレイ
講　師5： トータルマナー株式会社
主　題6： ＜ビデオ放映＞実践から学ぶ検査説明研修会実例紹介
講　師6： 飯田市立病院　臨床検査科長　實原　正明先生
主　題7： 患者心理＜初級レベル＞
講　師7： 京都府立医科大学附属病院　看護師　肥後　直子先生
主　題8： 検査説明の実際　＜初級レベル＞
講　師8： 日本臨床検査専門医会　会長　佐守　友博先生　
主　題9： 検査説明・相談の模擬演習
講　師9： 京都府立医科大学附属病院　臨床検査部技師長　小森　敏明先生
参加数： 受講者34人（京臨技会員33人）　講師6人（京臨技会員1人）　実務委員7人

6．共催・後援・協力事業
6-1共催事業

事業名： 子宮の日　LOVE49　子宮頸がん啓発活動(再掲)
共　催 京都臨床細胞学会・京都府細胞検査士会

事業名： 平成26年度京都府糖尿病対策推進講習会(再掲)
共　催 京都府医師会

事業名： 第49回病院学会(再掲)
主　催： 京都府病院協会

事業名： 第8回京都府細胞診ワークショップ(再掲)
共　催 京都臨床細胞学会　京都府細胞検査士会

事業名： 医療推進協議会イベント (再掲)
主　催： 京都府医療推進協議会

事業名： 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会(再掲)
共　催 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

6-2後援事業
事業名： 第31回京都民医連中央病院　細胞診教育セミナー
日　時： 平成26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： オープンスクール（病院見学）
5月31日（土） 西陣病院
6月21日（土） 京都工場保健会
7月12日（土） 京都府立医科大学附属病院

標準カリキュラムに則り、臨床検査技師が検査説明・相談に取り組む　意義・臨床検査技師の検査説
明・相談に期待するもの（病院管理者の立場から）・看護師の患者接遇・Ｒ－ＣＰＣ　・接遇の基本ロー
ルプレイ・実践から学ぶ検査説明研修会（実例紹介）・患者心理・検査説明の実際・検査説明相談の
模擬演習についての講習内容としました。一年目ということもあり受講者は施設の責任者や中心的立
場の方が多く、大変熱心な受講者ばかりでした。内容は事後のアンケート集計の評価もよく、大変充
実した内容になったと考えています。3年間で100名の受講終了者の目標に対し34名の受講者の育
成ができました。
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8月23日（土） 相馬病院
10月4日（土） 京都民医連中央病院

主　催： 京都保健衛生専門学校

事業名： 第4回西日本地区病理学技術者講習会
日　時： 平成26年6月28日(土） 9:00～17:00
会　場： 京都保健衛生専門学校
主　催： 日本臨床検査同学院

事業名： 第3回びわ湖細胞病理テュートリアル
日　時： 平成26年9月27日 (土曜日) 10:00～17:15
会　場： 栗東芸術文化会館さきら小ホール
主　催： 滋賀県立成人病センター

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26年11月14日(金) 18:00～22:00
会　場： 東寺五重塔・二条城・京都府庁旧本館・京都市役所庁舎・京都府立医大旧図書館棟
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26年11月16日（日） 13:00～17:00
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：
日　時： 平成26年12月13日（土）　13：30～16：30
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： 第13回病理・細胞診セミナー
日　時： 平成27年1月17日(土) 
会　場： 大阪市立総合医療センター さくらホール
主　催： サクラファインテックジャパン株式会社

事業名： 第４回病理技術向上講座
日　時： 平成27年2月1日(日)
会　場： 栗東芸術文化会館さきら
主　催： 滋賀県立成人病センター研究所

事業名： メディカルジャパン 2015 大阪
日　時： 平成27年2月4日(水)～6 日(金)
会　場： インテックス大阪
主　催： リード エグジビジョン ジャパン株式会社

事業名： 臨床検査セミナーin Kyoto
日　時： 平成27年2月7日(土) 13：30～17：20
会　場： ホテル京阪京都
主　催： 京都和光純薬株式会社

事業名： 日本医療マネジメント学会第12回京滋支部学術集会
日　時： 平成２７年2月14日（土）
会　場： 京都府民総合交流プラザ京都テルサ
主　催： 日本医療マネジメント学会

事業名：
日　時： 平成27年2月21日(土) 14:00～17:30
会　場： 京都リサーチパーク 西地区4号館 Ｂ１バズホール
主　催：

平成26年度市民公開講演・公開シンポジウム

第14回京都呼吸ケア研究会

京都呼吸ケア研究会・帝人在宅医療株式会社
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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　
事業名： 第44回勉強会「医療問題を考える　第１回」
日　時： 平成27年1月28日（水）15:00～20:00
会　場： 京都府庁内NPOパートナーシップセンター（旧本館１階）
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）

事業名： 平成26年度日臨技近畿支部輸血研修会 輸血研究班
日　時： 平成26年10月4日(土)～5日(日)
会　場： 京都府立医科大学・京都保健衛生専門学校
主　催： 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会・日本輸血細胞治療学会

事業名： 平成26年度日臨技近畿支部生理研修会 生理検査研究班
日　時： 平成26年11月16日(日) 
会　場： 京都保健衛生専門学校
主　催： 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

事業名： 平成26年度日臨技近畿支部臨床一般分野研修会
日　時： 平成27年1月25日（日）　9：30～16：10 
会　場： 京都保健衛生専門学校　5階講堂
主　催： 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

行事出席
事業名： 平成 26年度日本衛生検査所協会総会
日　時： 平成 26年 5月27日(火) 白波瀬会長
会　場： グランヴィア京都

事業名： 平成26年度地域ニューリーダー育成講習会
日　時： 平成26年10月25日(土)～27 日(月) 高嶋理事
会　場： 晴海グランドホテル

事業名： 第34回日衛協近畿支部臨床検査大会
日　時： 平成26年11月10日(月) 小澤副会長
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50周年記念式典
日　時： 平成26年11月21日(金) 15：45～19：15 白波瀬会長
会　場： 琵琶湖ホテル

事業名： 創立60周年法人設立30周年記念式典
日　時： 平成26年11月22日(土)  9：30～14 ：00 白波瀬会長
会　場： 琵琶湖ホテル 3F 瑠璃の間

事業名： 京都私立病院協会新春懇親会
日　時： 平成27年1月17日(土) 16:00～18:30 小澤副会長
会　場： 京都ブライトンホテル

事業名： 京都保健衛生専門学校卒業式
日　時： 平成27年3月 白波瀬会長
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6-5．各種表彰
種　別： 瑞宝双光章
対象者： 青嶋　俊江氏 京臨技元会長
事業名： 受章記念祝賀会
日　時： 平成 26年11月1日(土) 
会　場： ウェスティン都ホテル京都
主　催： 一般社団法人京都府臨床検査技師会

種　別： 京都府保健医療功労者表彰
対象者： 荻野　和大氏 京臨技副会長
事業名： 平成26年度京都府保健医療功労者表彰式
日　時： 平成26年11月13日(木) 
会　場： 京都府公館レセプションホール

7.総務事業
会員数1023人、会員施設数119施設、賛助会員57社、協力施設2施設でした。


