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 精度管理事業の報告会は、各研究班単位で行われておりましたが、今年度は新しい試みとして全研究班一同に

会しての「合同報告会」を行うことになりました。奮ってご参加下さるようご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 京都府立医大は工事中のため、北臨床講義室へは北玄関から入り 2 階へお上り下さい 

◆ 京臨技精度管理調査合同報告会 

◆ 漢字一文字で「平成２０年度を振り返る」 

◆ 理事会議事録（第７回、第８回） 

◆ 第４回近畿医療フォーラム 

◆ 近畿心血管治療ジョイントライブ 2009 のご案内 

◆ 京臨技精度管理調査合同報告会 

KYOTO ASSOCIATION OF MEDICAL TECHNOLOGISTS  

発行所 (社)京都府臨床検査技師会
発行責任者 今井 秀一 
編集者   白波瀬 浩幸 
〒606-8395   京都市左京区 
東丸太町９-１マンパワービル 3Ｆ 
TEL・FAX 075-752-5090 
E.mail : mbox2@kyoto-amt.js-md.net 

日 時：平成 21 年 3 月 7 日（土）  

14:00～17:00 

会 場：京都府立医科大学附属病院  

臨床講義棟 2 階 北臨床講義室 

講 師：各研究班精度管理委員 

会 費：日臨技会員 無料、 非会員 3,000 円 
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 今井会長以下、新体制でスタートした平成２０年度も年度末を迎えました。そこで、理事の皆さんに漢字一文

字で平成２０年度を振り返ってくださいと依頼したところ、つぎのような原稿が届きました。いやぁー、いざと

なると、漢字一文字で振り返るのはなかなか難しいものです。みなさまも、一度考えていただき、ぜひ京臨技ま

でご送付ください。次号に掲載いたします。（掲載順は不同です） 

 

４月から往復約 1 時間半の自転車通勤を

始めました。よい運動になり、若干お腹

周りもスッキリして、メタボ検診もなん

なくクリアです。今年はこの漢字に「にんべん」をつ

けて、近畿学会成功に向けて現張ります。 （白波瀬 

浩幸 京都大学医学部附属病院） 

 

新という字は、斧で木を削り、中から新

しい部分が出てくることから生まれた文

字です。新人理事としての 1 年目はあま

りお役に立たなかったですが、僕の中の古い部分を少 

し削りとって、皆さんのお役に立てるよう頑張りたい

と思います。 （山田 宣幸 三菱京都病院） 

 

近、寒さにめっぽう強くなりました。

これはバイク通勤の恩恵でからだが寒冷

に順応しているのだと思い職場で自慢し

たところ、「それは漢字三文字ですよ」といわれまし

た。それはどうやら「更年期」と言う事のようです。

この漢字三文字に妙に納得している私です。 （小澤 

優 京都保健衛生専門学校） 

 

我が家に家族が増えました。といっても

トイプードル。たかが犬と思われるかも

しれないが、生活が激変。朝は６時から

毎日散歩。といっても元気がいいのでほとんどマラソ

ン状態です。帰宅も早くなり、１０時には一緒に就寝

と規則正しい生活となりました。おかげで３キロの減

量。今日も返事をするはずもない犬に語りかけている

自分が滑稽です。 （早瀬 泰行 （株）いかがく） 

 

原油高騰を始めとした波乱の年と思わ

れました。すべてが流れるように過ぎて

行き「あっ」という間に終わった感じで

す。来年度こそは医療の面からも良い方向に向かって

行く事を願っています。 （西川 広 堀川病院） 

 

それはそれは、年々ひどくなっておりま

す。病理検査で使う、有害化学物質のせ

いなのか？ ただ忙しくて余裕がない

せいなのか？ 書いたメモすら、無くしてしまう始末

です・・・やれやれ (T_T) （林 孝俊 

京都民医連中央病院病理課） 

 

理事職なんてキッパリ断ればいいのに、お人好しが災

いして無謀にも受けてしまったお馬鹿な私。なんとか

理事会には真面目に出席し、技師会の雰囲気にはだい

ぶ慣れてきました。しかし、先輩理事のみなさんの熱

い思い、チームワーク、知識量、顔の広さ etc. には

毎回感心している次第です。技師になって数十年？ 

ノホホンと過ごしてきた私にとって、まさに「動揺」

の一年でした。 （青山 絹子 第二岡本総合病院） 

 

平成 20 年度で、「アラフォー」から「ア

ラファイブ」になった私を取り巻く家

庭・両親・家族、会社経営や業界社会、

技師会活動etcの日常生活において大変この文字を良

く使った年でした。若干老いて心配性になってきたか

KEY WORD キーワード 
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な？？？ （中村 和彦 京都和光純薬株式会社） 

 

北海道での全国学会・宮古島での細胞診

セミナー・第 1 回日本・台湾合同セミナ

ー人との出会いが私の人生にとって宝物

でありました。 一期一会を大事にしていきたいと思

っています。「宴」（えん）・・も含めて。（芦田 英之 

京都第二赤十字病院） 

 

赤の他人との生活が始めてみました。寛

容という言葉の意味を改め て噛み締め

ているところです。ただひたすら耐える

場面も多々あり、少しは我慢強い人間になって きた

かと思います。来年は「慣」になればいいなと。。。  

（丹羽 紀実 京都大学医学部附属病院） 

 

週 1 回テニスをやってるんですが、現在

テニスエルボーで右肘が痛みます。 

打ち方が悪いのか、年のせいか・・・。 

（石澤 衛 京都府立医科大学附属病院） 

 

春に弟、冬に母が逝く。逝くべき順序が

突如入れ替わる時、残されたものの悲し

みは計り知れない。わずかに明るい一筋

の光に命を感じた親も今ははるか彼方。逝く人を思い、

今はただ健康に感謝するのみ。 （湯浅 宗一 京都

府立医科大学附属病院） 

 

ドーナツのような「わ」をさすそうです

が、環境の「わ」でもあります。 近の

メデイアでも環境問題が常に取り上げら

れていますが、今年は暖冬で雪も少なかったですね。

みんなで取り組まなければいけない問題ですね。また、

娘の名前でもあります。 （佐々木 由紀子 京都城

南診療所） 

 

フル・マラソン 4 回、ハーフ・マラソン

3 回、駅伝 1 回、昨年走ったレースの数。

それと京臨技理事の会務（学術・チーム

医療 etc…）に追い駆けられるように走り過ぎた一年。

今年も 後まで歩かずにお仕事します。（ぼちぼちい

こか） （荻野 和大 三菱京都病院） 

 

通勤はいつも歩いている。御室の山間から

片道 40 分の道のりをゆっくりと、特に妙

心寺の北門から南門へ抜ける道、朝は季節

が感じられるし、夜は静けさがいい。ちなみに歩き出

して 5 年、救急車を呼ぶこと２回 人助けにも貢献し

てきた。技師会活動もゆっくり貢献できればと思って

いる。 （藤﨑 智 京都民医連中央病院） 

 

何事も一人では何も出来ません、色々な仲

間と「和」をもって個人として何をすべき

か考え、行動する事が今一番忘れられています。「和」

尊び努力したいと思います。 （今井 秀一 綾部市

立病院） 

 

近、休日はもっぱら家にこもっている。

寒いこともあるが、以前にもまして出不精

になった。サッシ越しに庭の錦鯉を観て、

電話で馬券を買っている週末である。老け込む前にも

う一花咲かせたい。池のコイも丘のコイも。 （豊山 

浩祥 京都桂病院） 

 

年々、加速度的に時間に追われるようにな

り、ともすればその場の状況に流されると

きがあります。どんな時でも相手の気持ち、自分の思

いを「心」からしっかり見つめられる心を忘れずにい

きたいものです。 （広瀬 真理 明治国際医療大学） 

 

技師会には入っていたのもも全く活動せず、

勉強会にも行けず、もう・・・と、思って

いた私が、いきなり理事の仕事をする事に

なってしまいました！ほんと驚きです。京都の南端の

山城病院は市内からも遠く、皆さんに余り知られてな

い様ですし、南部にも小さな病院がたくさんあります、

南部の方々一緒にがんばりましょう。 （高嶋 徹 公

立山城病院）
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平成２０年度第７回定例理事会議事録
 
日 時 ： 平成２０年１２月１１日（木）18:30～20:30 
場 所 ： 京臨技川端丸太町事務所 
議 長 ： 今井 
書 記 ： 中村  議事録署名人：今井・芦田 
出席者 会長：今井  副会長：芦田・石澤・白波瀬 
理事：青山・荻野・佐々木・高嶋・豊山・中村・西川・丹羽・

早瀬・藤崎・山田 
顧問：田畑・清井  監事：欠席  日臨技理事：湯浅   事

務局：山方 
委任状出席：廣瀬・小澤・林孝俊 
欠席者 ： 林雅弘 
 
【報告事項】 
◎ 今井会長報告 
• 11 月 08 日：チーム医療(ＳＭＢＧ)研修会（京都保健衛生専

門学校） 
• 11 月 17 日：(社)日本衛生検査所協会 第 28 回近畿支部総

会（都ホテル大阪） 
• 11 月 22 日：京都府医師会・京臨技合同学術研修会 甲状

腺機能について（メルパルク京都） 
• 11 月 30 日：京都府立医科大学 外来棟内覧会（京都府立

医科大学） 
• 12 月 06 日：第 49 回近畿医学検査学会シンポジウム打合せ

会議（フクダ電子京滋営業所） 
• 12 月 08 日：京都医療推進協議会（京都府医師会館） 
• 12 月 10 日：近畿技師会 会長会議・理事会（大臨技事務

所） 
◎ 芦田副会長報告 
• 11月26日 京都府医師会 午後２時 第35回くらしと健

康展（第４回実行委員会） 
１．各コーナーでの反省等について 
２．報告書の作成 
・京都府臨床検査技師会では追加の報告書を提出する（写真な

どを含めて） 
３．来年度の開催予定 
・５月以降に第１回実行委員会開催 
・ＳＫＹセンターの取組み（予算・従来通りか？） 
・来年度が、一つのテーマに沿って、各団体が取組む 
４．細胞検査士会として、4 月 9 日を子宮の日として、全国で

街頭活動をする予定 
◎ 石澤副会長報告 
平成２０年度精度管理事業 11/14 に回答を締め切り、現在各

精度管理委員で集計中。 
各参加施設への報告原稿は、1 月末日締め切りにて執筆依頼し

た。報告書はＣＤ-Ｒにて作成。 
◎ 白波瀬副会長報告 
• 近臨技理事会報告（12 月 10 日） 

○日臨技関係 
・11 月 06 日現在の、平成 20 年度各種認定の受験申し込み者は

以下の通り 
認定心電検査技師    １２０名（10 月 20 日申込み締切） 
認定一般検査技師     ４６名（11 月 10 日申込み締切） 
認定臨床染色体遺伝子検査師 １名（11 月 10 日申込み締切） 
日臨技独自の認定資格のため、広くこれからも広報して欲し

い。（会長） 
・第 13 回臨床検査技師実習施設指導者等養成講習会 
10 月 16 日から 10 月 18 日まで、財団法人医療研修推進財団主

催で開催。 
終了後アンケート報告では、「参加者の評価は非常に高かった。」 
・臨床検査技師のための病院感染対策の実践ガイド(改訂版)が
日臨技から発刊。(3,000 円) 
・中部新聞・東京新聞掲載コラム「けんさ」に、臨床検査を紹

介する記事を連載される。 
・委託事業検討委員会が設置され、委託できる事業は委託する

方向で事業展開予定。 
・ｅーラーニングは血液から、はじめる。 
・定款諸規定検討委員会の中間報告がされたが、具体案（定款

案）の提出には至らなかった。 
○学会関係 
・第 48 回医学検査学会(兵庫)の参加者数は 1,924 名(会員：

1,383 名)、決算額は約 1,7000 千円 
○研修会関係 
・第４回近畿医療フォーラム 平成 21 年 4 月 4 日（土）：大阪

府立年金会館 
「新型インフルエンザと感染管理」（ＳＲＬ社内講師） 
・第５回近畿臨床化学検査実技研修会 平成 21 年 3 月 29 日

（日）：京都保健衛生専門学校 
◎ 荻野学術部長報告 
• 11 月 08 日；チーム医療・臨床化学糖尿病療養指導講演会

（京都保健衛生専門学校） 
• 11 月 18 日；京都 CDE の会講演会準備委員会（京都大学

医学部附属病院） 
• 11 月 22 日；京都府医師会・京都府臨床検査技師会合同学

術研修会（メルパルク京都） 
• 11 月 29 日；エイズ撲滅啓発キャンペーン （新風館） 
• 12 月 06 日；第 49 回近畿医学検査学会シンポジウム打合

せ会議（フクダ電子京滋） 
• 12 月 10 日：近畿技師会理事会（大臨技事務所） 

◎ 小澤総務部長報告 
• ＡＩＤＳ撲滅キャンペーン参加 
平成 20 年 11 月 29 日（土）11 時から 15 時まで新風館にて

京臨技理事、会員 30 名と京都保健衛生専門学校臨床検査学科

学生 7 名でチラシ 1,000 枚とティッシュ 1,000 個を配布しま

した。 
• 次月行事予定発送日 12/24（水）全会員へ発送 

◎ 西川理事  
• 連絡：京都私立病院協会臨床検査部会 エクセル初級講習

会予定。平成 21 年 2 月 26 日（木） 京都保健衛生専門

学校 視聴覚教室 
 
【委嘱・承認事項】 
• 会員動向 

会員総数９７５名（１２月８日現在） １１月度 新入会２名 
• 京都私立病院協会新春懇親会 

日程：平成 21 年 1 月 17 日（土）16:00（京都ブライトンホテ

ル）⇒ 今井会長出務 
• 京都府放射線技師会 60 周年記念式典祝賀会 

日程：平成 21 年 1 月 24 日（土）14:30 式典 17:00 祝賀会 ⇒ 石
澤副会長出務 
• 京都府鍼灸師会 60 周年記念式典祝賀会 

日程：平成 21 年 1 月 18 日（日）13:00（ホテルグランビア京

都）⇒ 芦田副会長出務 
• ＡＥＤ講習会 

日程：平成 21 年 1 月 24 日（土）9:00～13:00（京都保健衛生
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専門学校）⇒ 佐々木理事出務 
• 第 44 回京都病院学会実行委員推薦依頼 

学会開催予定 日程：平成 21 年 6 月 14 日（日）京都府医師会

館 ⇒ 豊山理事出務 
 
【検討議案】 
• 第 23 回臨床検査精度管理奨励会研究報告会 

日程：平成 21 年 2 月 7 日（土）14:00～17:00 
会場：コミュニティープラザ大阪「コンポホール」 
主催：臨床検査精度管理奨励会  共催：日水製薬株式会社 
後援：(社)日本臨床衛生検査技師会・近畿臨床検査技師会・(社)
大阪府臨床検査技師会 
研究報告会４題と特別講演としてＮＰＯ法人東京臨床検査医学

センター渡辺清明氏の「特定健診の状況について」が開催され

る。京臨技ホームページにてアップ紹介する。・・・・承認 

• 京臨技新年会開催 
日程：2 月 6 日（金） 会場：「光悦」 西洞院松原下ル東側 
参加者：京臨技役員・研究班長・賛助会員 約 40～50 名を見

込む。例年は役員間にて開催。今回は第 49 回近畿学会の協力

依頼を兼ね賛助会員にも出席をお願いする。案内文は年明け早

々に小澤事務局長から送付。・・・・承認 
• 台北市検査技師会から交流要請 

早瀬理事から台北市検査技師会から再度、交流要請について催

促があり、来年 1 月 9 日～11 日に予備調査を含め自費にて渡航

する。三役の同行をお願いしたい。（日程調整を計る）・・継続 
 
第８回定例理事会開催予定 １月８日（木） 

会場：京都保健衛生専門学校 大会議室 
時間：18:30～20:30

 
 

平成２０年度第８回定例理事会議事録
 
日 時 ： 平成２１年１月８日（木）18:30～20:30 
場 所 ： 京都保健衛生専門学校 大会議室 
議 長 ： 今井 
書 記 ： 林雅  議事録署名人：今井、石澤 
出席者 会長：今井  副会長：芦田、石澤、白波瀬 
理事：青山、荻野、小澤、佐々木、高嶋、豊山、西川、丹羽、

林孝俊、林雅弘、早瀬、廣瀬、藤崎、山田 
顧問：田畑、清井  監事：欠席  日臨技理事：湯浅    
事務局：山方 
委任状出席：中村 
欠席：  
 
【報告事項】 
◎ 今井会長報告 
• 12 月 13 日（土）第 19 回京臨技北部学術発表会参加（福

知山市・コスタノヴィノス） 
• 予定 1 月 17 日（土）平成２１年度市立病院協会新春

会員懇親会 京都ブライトンホテル 
• 予定 1 月 23 日（金）日臨技平成２０年度代議委員会 

大森東急イン  
◎ 芦田副会長 
• 予定 1 月 18 日（日）京都府鍼灸師会 60 周年記念式

典祝賀会 
◎ 石澤副会長報告 
• 12 月 17 日（水）第 49 回医学検査学会予算案作成会議

（京都保健衛生専門学校） 
• 予定 1 月 24 日（土）京都府放射線技師会 60 周年記

念式典祝賀会 
◎ 白波瀬副会長報告  
• 12 月 13 日（土）第 19 回京臨技北部学術発表会参加（福

知山市・コスタノヴィノス） 
• 12 月 17 日（水）第 49 回医学検査学会予算案作成会議

（京都保健衛生専門学校） 
• 会報発行 （No.29 平成 21 年 1 月 1 日号） 

◎ 荻野学術部長報告 
• 12 月 13 日（土） 第 19 回京臨技北部学術発表会参加 

（福知山市・コスタノヴィノス） 

◎ 小澤総務部長報告 
• 12 月 17 日（水）第 49 回医学検査学会予算案作成会議

（京都保健衛生専門学校） 
• 岩手・宮城内陸地震義援金お礼が岩手県臨床衛生検査

技師会、宮城臨床検査技師会より届きました 
• 京都府より法人概況調査実施の依頼が届き処理しまし

た 
• 京臨技新年会について 

   日時：2 月 6 日（金）18:30 開始 
   会場：光悦 西洞院松原下がる東側 
    会費：8000 円 
• 技師連盟への入会案内も合わせて発送 
• 次月行事予定発送日 1/22（水） 施設連絡責任者と

希望会員へ発送 
• 京都呼吸ケア委員会  
◎ 湯浅日臨技理事：報告事項なし 
 
【委嘱・承認事項】 
１．会員動向（資料 No１） 
会員総数９６６名（１月６日現在） １２月度 新入会０

名、退会６名、転出２名・・・承認 
２．京都呼吸ケア委員会後援申請依頼・・・承認 

3/14 京都リサーチパーク（バズホ－ル） 
 
【検討議案】 
１．京都府医師会新春賀詞交歓会について 
 日 時：2 月 7 日（土）午後 6 時から 8 時 
 場 所：リーガロイヤルホテル 
 出席者：今井会長、小澤・・・承認 
２．微生物研究斑活動支援について（荻野理事）・・・継続 
３．総会日程の確認（林理事） 
第一候補 5/24（土曜） 第二候補 5/30（土曜） 
キャンパスプラザか京都アスニ－で検討・・・継続 

 
第８回京臨技定例理事会の予定確認 

2 月 12 日（木）6:30 から 8:30   
会場：京臨技丸太町事務所



No.30                           京臨技会報                   平成２１年３月１日発行 

平成２１年４月４日（土）    １５：００～１７：００ 
 

大阪府病院年金会館 『コンベンションルーム』 
 

大阪市天王寺区六万体町４－１１ TEL:06-6776-1600 

第４回近畿医療フォーラム 

ﾃｰﾏ 
座   長  近畿臨床検査技師会 渉法部長  村田 正吾  

総合司会 近畿臨床検査技師会  理 事   運天 政五郎  

    近畿臨床検査技師会 

    株式会社 エスアールエル 
共催 

日臨技生涯研修 基礎２０

担当 近畿臨床検査技師会 渉法部

公開講座

交通機関 
 大阪市営地下鉄谷町線 「四天王寺前夕陽が丘」駅 
 ３番出口より徒歩１分 

 ＜参加無料＞

季節に関係なく流行する新型インフルエンザ 

～パンデミックインフルエンザに生き残るための正しい知識 ～

講師：株式会社 エスアールエル 飯田 慶治 先生 
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平成21年2月吉日  

会員各位  

（社）京都府臨床検査技師会  

  

近畿心血管治療ジョイントライブ2009のご案内 

 

 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  

近畿心血管ジョイントライブ2009（KCJL 2009）が4月16日（木）から18日（土）までメルクパルク京都

（JR京都駅前）にて開催される運びとなりました。 最新の心血管治療に対する知見をライブ・ビデオ

ライブ・講演等で効率よく得られるように企画されて、コメディカルにも配慮された企画運営形態が取

られております。 画像診断法のラーニングセンター(血管エコー等)も併設予定であり、最新の治療法

やチーム医療のスキルアップに役立つ企画であると思います。 

 ご多忙の折とは存じますが、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

敬具  

 

記 

 

行事名 ：近畿心血管治療ジョイントライブ2009 

日 時 ： 2009年04月16日 (木) ～ 04月18日（土） 

会 場 ：メルクパルク京都（JR京都駅前）  

会 費 ： コメディカル 2日参加 2,000円  1日参加 1,000円 （事前登録） 

    （当日参加は各500円up） 学生（学生証持参）は無料 

後援 ： 京都府臨床検査技師会 生理研究班  

以上 

 

  

★ 問い合わせ先 

学会ホームページ http://www.kcjl.gr.jp 

 

京都府臨床検査技師会 生理研究班 班長  

京都桂病院 検査科 辻 真一朗  

Tel 075-381-5811    Mail: tsujishinbbbb@yahoo.co.jp 
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◎ 精度管理調査合同報告会タイムスケジュール（予定）： 

   14:00 開催           15:30 （休憩）10分 

   14:05 アンケート集計結果報告  15:40 微生物研究班報告 

   14:15 生理研究班報告      15:55 血液研究班報告 

   14:30 病理研究班報告      16:10 血清研究班報告 

   14:45 細胞研究班報告      16:25 臨床化学研究班報告 

   15:00 輸血研究班報告      16:40 データ共有化事業報告 

   15:15 一般研究班報告      16:55 終了 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注）工事中のため、北臨床講義室へは、北玄関から入り 2 階へお上り下さい。 

 

SEMINAR 研修会 

第 49 回近畿医学検査学会 

開催日時  平成２１年１１月２８日（土）・２９日（日） 

開催場所  京都市勧業館「みやこめっせ」（京都市左京区岡崎成勝寺町９番地 1） 

学会テーマ 「見方が変わると、仕事が変わる ～臨床目線で検査をみる～」 

臨床講義棟 

北玄関 
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