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第 49 回 
近畿医学検査学会
見方が変わると、仕事が変わる  

～臨床目線で検査をみる～ 
 

学会に参加していただいた皆様がそれぞれの仕事場において、「明日

から実践できる何か」、「臨床貢献に繋がる何か」を持ち帰っていた

だける、そんな学会にしたいと考えています。 

京臨技会員のみなさまの、ご協力をよろしくお願いいたします。 

平成２１年１１月２８日（土）・２９日（日） 

そうだ、 

11 月最後の土日は、 

近畿学会だ！ 
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第３６回「くらしと健康展」 

 

 

 

平成 21 年 9 月 19 日（土）、20 日（日）の２日間

に渡って、京都府総合見本市会館（パルスプラザ）

で「第 36 回くらしと健康展」を開催致しました。 

 

京都府府民の健康づくりを応援するイベントで、

今年度のテーマは、「目指そう！こころとからだの健

康」でした。府民・市民の健康増進や、こころの健

康について様々な催しをしました。その、目的にあ

ったコーナーを設けてイベントを行いました。京都

府医師会を中心として、多くの団体が主催をしてい

ます。後援についても、病院協会・がん協会・福祉

協議会・・・ＮＨＫ、ＫＢＳ京都もそうです。多く

の医療関係団体や、京都府・京都市の行政関係も同

様に開催に当たって同様です。 

 

今年度も、健康相談コーナー・糖尿病コーナー、

看護コーナー、食生活コーナー、禁煙支援コーナー、

放射線コーナー、イベントコーナーがありました。

検査コーナーでは、血糖検査と、乳癌を調べる超音

波機器の展示と、その説明をしました。 

 

今年の見所として、新たしく参加されました、臨

床工学士会のコーナーがあり、ＡＥＤ救急コーナー

では、蘇生人形を使用してＡＥＤの実施を参加者と

一緒に行いました。ＡＥＤは、東京マラソンでも、

有名になりましたが・・・有名芸能人ランナーの心

臓が止りましたよね・・（後日、個人的には連絡しま

したが・・・）。使い方を知っていただく良い機会だ

と思っています・・今回のいち押しですね。 

 

当日、京都府臨床検査技師会顧問の早川 一光先

生の番組にも出演させて頂きました。くらしと健康

展は、36 年の歴史があり、京都の医療団体が協力し

て開催してきた大きな行事です。今後も続く取り組

みです。会員の皆様の協力によって運営するもので

す来年も多くの協力をお願い致します。 

文責 ： 京都第二赤十字病院 芦田英之 

EVENT 行事 



No.34                           京臨技会報                  平成２１年１１月１日発行 

第 11 回 新入・転入会員研修会

 

日時：平成 21 年 9 月 11 日 (金) 18：00～21：00 

場所：京都教育文化センター 

 

京臨技行事で毎年恒例の「新入・転入会員研修会」

が、9 月 11 日(金)午後 6 時から京都教育文化センタ

ーにて開催されました。参加者は、新入会員 11 名、

転入会員 2 名、仮会員 2 名、会員 1 名、研究班 9 名、

理事＆事務 15 名で、総人数 40 名の会員が集いまし

た。 

開会は、司会の林事業部長から行われ、先ず今井会

長の新入会員に向けた挨拶から始まり、小澤総務部長

からは京臨技に関する説明、主に京臨技＆日臨技のホ

ームページ紹介と事務手続きの説明の後、荻野学術部

長からは学術部活動の説明があり、積極的な技師会活

動の参加を呼びかけました。 

講演は、当会の顧問である久野病院 事務長の小坂明

氏から「雑学のすすめ」という演目にて講演され、検

査の専門的な内容から検査技師として、人としての

様々な雑学等多岐に及んで約 40 分講演されました。 

研修会後半の懇親会は、中村理事の乾杯で始まり、

会員相互の歓談も落ち着いた頃、毎年恒例の４チーム

対抗クイズグランプリを林事業部長の司会進行で行い

ました。新入会員とベテランがクイズの回答に真剣(本

当に真面目でした)に取組むなか、随所に研究班が PR

タイムを設け各々の研究班に対する積極的な活動を呼

びかけました。クイズは最終問題で大逆転にて優勝し

たチームは大いに盛り上がっていました。優勝と準優

勝チームには、インフルエンザ対策グッズを景品とし

て配布しました。 

終了時刻の 9 時を向かえ白波瀬副会長の閉会挨拶に

て盛会裏に研修会を終えました。新人もベテランも関

係のない会員施設間の壁の無い技師会活動を垣間見る

ひと時でした。 

文責：中村 和彦 (京都和光純薬株式会社) 

 

 

 

日 時：平成 21 年 7 月 11 日（土） 

会 場：ＣＩＫビル（京田辺市） 

全体参加人数： 61 名 

会員参加人数：  1 名 

 

日 時：平成 21 年 8 月 22 日（土） 

会 場：京都府医師会館ホール（京都市） 

全体参加人数： 267 名 

会員参加人数：  7 名 

 

日 時：平成 21 年 9 月 5 日（土） 

会 場：宮津中央公民館（宮津市） 

全体参加人数： 19 名 

会員参加人数：   4 名 

 

日 時：平成 21 年 9 月 26 日（土） 

会 場：サンプラザ万助（福知山市） 

全体参加人数： 43 名 

会員参加人数：   3 名 

 

分 類：チーム医療 15-認定技師関係 54-20 点 

主 催：京都府医師会 

共 催：京都府臨床検査技師会／京都府糖尿病協会／

京都府病院薬剤師会／京都府看護協会／京都府栄養士

会／京都府歯科医師会 

 

《講演内容》 

京都府医師会が糖尿病学会および糖尿病協会と共に京

都府糖尿病対策推進事業委員会を立ち上げ、糖尿病対

策推進に取り組みの一環で本年度は、各職種から糖尿

病治療についての講演と事例を中心としたパネルディ

スカッションを行った。 

京都府の南部、京都市内・乙訓・南丹、北部、中丹の

4 ヶ所で講習会が行われた。 

日本における糖尿病の実態から検査、診断、治療、合

併症の見出し方と治療、糖尿病対策における歯周病の

位置づけ、地域との連携について医師からの講演があ

り、薬剤師からは 

インスリンの作用から経口薬、インスリン製剤の用法

など薬物療法についての講演。看護師からは、患者へ

の心理的アプローチなどについてとインスリン注射器

の特徴と対象者、注射手技の注意点など講演。管理栄

養士から、食事療法の目的と意義、ポイント、外食・

中食の留意点、糖尿病性腎症の食事療法、運動療法、

アルコール飲料の指導についての講演であった。 

後半は、シックデイ・シックデイルールについてのデ

ィスカッションが行われた。高齢糖尿病患者に見られ

た低血糖昏睡の実例について討議した。

文責：荻野 和大(三菱京都病院) 

REPORT 研修会報告 

平成 21 年度京都糖尿病対策推進講習会 
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平成２１年度 第３回定例理事会議事録
 
日 時 ： 平成２１年８月７日（金）18:30～20:30 
場 所 ： いろは旅館 
議 長 ： 今井 
書 記 ： 中村  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 ： 荻野・小澤・佐々木・豊山・林雅弘・早瀬・廣瀬・中

村、 
日臨技理事 ： 湯浅 
委任状出席者  ： 青山・高嶋・西川・藤﨑・林孝俊・山田    

欠席者 ： 丹羽・田畑・清井・山方 
 
【報告事項】 
• 今井会長 
・７月２５日(土)15：00～17：15 リガーロイヤルホテル京都 

第２３回京都府医師会・京都府臨床検査技師会合同研修会 
・７月２９日(水)・３０日(木) 第３回ＡＡＭＬＳ学会 
・７月３１日(金)第５８回日本医学検査学会 パシフィコ横浜 
・８月１２日(水)近臨技会長会議出席予定 
• 芦田副会長 
特になし 
• 石澤副会長 
・精度管理事業 
サーベイ案内書を送付し本日申し込み締め切り。 
サンプル配布日程予定 10 月 22 日(木)（サンプル準備 同

20 日於；保健衛生） 
• 白波瀬副会長 
・第 49 回近畿医学検査学会の一般演題募集を 8 月 20 日まで延

長した 
• 荻野学術部長 
・７月２５日(土)15：00～17：15 リガーロイヤルホテル京都 
第２３回京都府医師会・京都府臨床検査技師会合同研修会 
参加者：64 名（医師会：48 名） 

• 小澤総務部長 
・第 49 回近畿医学検査学会の京都府後援申請 
・医療推進協議会イベントのチラシが届きました。会員へ配布

します。 
・次回行事予定表発送予定日 8 月 20 日(木) 
• 湯浅日臨技理事 
・第３回ＡＡＭＬＳ学会と第 58 回医学検査学会終了しました。 

【委嘱・承認事項】 
１．会員動向（別紙資料１） 
会員総数 ９５６名（８月３日現在）新入会３名、退会０名、

転入０名、転出１名・・・承認 
２．前衆議院議員「伊吹文明」「清水鴻一郎」選挙事務所から推

薦依頼あり・・・承認 
 
【検討議案】 
１．平成２２年度日臨技役員選挙について 
今井会長より、現状説明があり当会として富永氏（兵臨技会

長）を推薦する。・・・承認 
２．くらしと健康展 
芦田副会長より、くらしと健康展９月１９日(土)～２０日(日)
京都府総合見本市会館にて開催 
予算案審議につき経費削減策等の検討。参加協力者募集をＨ

Ｐにて受け付け中。・・・承認 
３．医療推進協議会 
廣瀬理事より、９月６日(日)10：00～16：00 京都市勧業館

（みやこめっせ）にて開催 
出務理事：林孝俊・高嶋・廣瀬・（明治国際医療大学職員か

ら１名） 
企画内容 ① アンケート実施（スタンプラリー）② チラシ＆パ

ンフ（肺癌・乳癌健診＆日臨技）の配布 ③ 子宮癌検診のポス

ター展示 ④ 臨床検査技師の紹介番組（ＮＨＫ「あしたをつか

め平成若者仕事図鑑」）のＤＶＤ放映 
アボット・シスメックス・フクダ電子・栄研化学・富士レビオ

様から協賛を頂く。・・・承認 
４．京都府より「公衆衛生事業功労者」表彰推薦依頼 
当会として湯浅宗一氏(日臨技理事)を推薦する。・・・承認 

５．京都在住の留学生との交流について 
小澤総務部長より、現在約 40 数カ国から約 500 名の留学生

（主に京大生）が在京であり、その留学生との交流と臨床検

査の意識向上のため京臨技研修会の参加と丸太町事務所の利

用につき、今後検討して頂きたい。・・・承認 
 

平成 21 年度第４回定例理事会 
９月３日（木）18:30～20:30 
会場：京都保健衛生専門学校 

 

第２１回 POC セミナー開催のご案内 

日時：平成 21 年 11 月 28 日（土） 13:30～17:30 

開催場所：京都市勧業館「みやこめっせ」地下 1階 

テーマ：POCT 機器の操作と通信 （POC コーディネータ申請に必要な 4単位が取得できます） 

１．基調講演 

「よくわかる通信の基礎技術」～接続が完了するまでのプロセス～ 

吉村 達也 氏（株式会社 日立システムアンドサービス 医療システム部） 

２．ミニレクチャー「データ通信各論」 

３．実習「POCT 機器の操作および通信実習」 

参加人員：80 名（事前予約が必要です） 

参加費用：同時開催の第 49 回近畿医学検査学会の学会参加費（5,000 円）に含まれます。 

（学会登録を済ませた後に、POC セミナーにご参加下さい） 

※ 詳細は、京臨技ホームページに案内を掲載中 

第 49 回近畿医学検査学会 

同日開催セミナー 
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生理検査 Q＆A 
今年度の生理検査分野は、数多くの研修会を開催し、非常に多くの会員のみなさまにご参加いただいており

ます。研修会の中でたくさんのご質問を受けますが、時間の都合上全てにお答えすることが難しいので、京臨

技ホームページにて公開いたしています。ご参考くだされば幸いです。   
＜公開中の Q&A 一覧＞ 

2009 年 08 月 06 日開催  心電図講座 1 基礎から応用まで   
2009 年 04 月 14 日開催  ペースメーカ心電図について 第 1 回  
2009 年 07 月 07 日開催  ペースメーカ心電図について 第 2 回  
2009 年 04 月 21 日開催  脳･神経検査講座 第 1 回“脳波検査 基礎編”  
2009 年 04 月 23 日開催  肺機能検査講座 第 1 回 “呼吸機能検査の基礎と肺年齢”  

平成２1 年度 第４回定例理事会議事録 
 

日 時 ： 平成２１年９月３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 ： 高嶋   議事録署名人 ： 今井 
出席者 会長 ： 今井   副会長  ： 芦田、石澤、白波瀬 
理事 ： 荻野、小澤、豊山、林雅弘、早瀬、廣瀬、中村、高嶋、
山田、丹羽、青山、林孝俊、藤﨑 
欠席：佐々木、西川 
顧問：田畑、清井  日臨技理事：湯浅   事務局：山方 
 
【報告事項】 
• 今井会長： 
・８月２９日（土）近臨技関連行事（奈良市・三笠） 
会長会議 １０:３０から１２:００  
近臨技理事会 １３:００から１５:１５ 
ＪＡＩＣＡ西アフリカ技師研修事業は５年計画で４年目を迎
えました。 
11/15 糖尿病フォーラムがあります。 
地区連絡会議  １５:２０から１７:００ 
近畿 OB、小崎会長を囲む会  １８:３０から 

・８月３０日（日）第１回京都臨床化学サマー研修会 堀場製
作所   
• 芦田副会長 
特になし 

• 石澤副会長 
・近畿理事会出席（２９日 奈良） 
・精度管理：サーベイの申込み７０施設（昨年の約７５％）。 
• 白波瀬副会長 
・京臨技会報発行（No.33） 
・8 月 25 日 近畿医学検査学会、臨床検査医学会打合せ（川端
丸太町事務所） 
・8 月 26 日 近畿医学検査学会実行委員会（京都保健衛生専門
学校） 
・8 月 29 日 近臨技理事会《奈良県》 
＜近臨技報告＞ 
・第５０回近畿医学検査学会 

2010 年 12 月 11 日（土）、12 日（日）に、奈良県立文化会館
をメイン会場、奈良県中小企業会館をサブ会場として開催 

・アンケート調査のあり方について 
集計その他の問題提議があり、継続議案となった 

・公印の取り扱い案 
不特定多数への案内については、「公印略」として、公印の押
印は原則行なわない 
公文書初番は、従来通り大臨技事務員が行なうが、発番申請
は役員が行なう（学術関連であれば、近臨技学術部長経由が
行なう）個人宛（講師委嘱状など）は、公印で行なうべきと
思われるが、基準等については検討議題となる 

・日臨技会長・副会長選挙 
立候補受付期間 10/1 - 10/15 

投票 12/3 必着、開票 12/5 
副会長については、近畿地区から冨永日臨技副会長（兵臨技
会長）が再出馬表明され、近臨技は支持する 
会長については、９月に近臨技会長会議を開催し、支持者を
決定する 

・近臨技ＯＢ会への案内について 
（第二回京臨技理事会にて「近臨技 OB に対して、OB 会案
内は送り続けるべきか→近臨技に打診し決定するが今期は送
付」とした件の報告） 
近臨技理事会にて、現行の規約（Ｈ１０年作成）には曖昧な
箇所が多いので、今年度中にＯＢ会のあり方を検討、報告す
る 

・平成２１年３月２９日（日）開催の第５回近畿臨床検査技師
会臨床化学検査研修会の履修登録漏れの件 
参加者に近臨技会長名で文書にて謝罪報告する（既に担当者
より、参加者に連絡、了解済み） 

• 荻野学術部長 
・8 月 25 日 近畿医学検査学会、臨床検査医学会打合せ（川端
丸太町事務所） 
・8 月 26 日 近畿医学検査学会実行委員会（京都保健衛生専門
学校） 
・8 月 29 日 近臨技理事会《奈良県》 
・8 月 30 日 第 1 回京都臨床化学サマー研修会（堀場製作所） 
       全国から１９１名の参加があり大変盛況でした 
• 小澤総務部長 
・ 第 49 回近畿医学検査学会の後援依頼を京都府、京都市、

京都新聞へ申請済み 
・ 医師会の後援については会長より締め切り日を勘案しお願

いすることとする。 
• 湯浅日臨技理事 
・8 月 29 日(土）地区連絡会議 
 
【委嘱・承認事項】 
１．会員動向（別紙資料１） 

会員総数 ９５８名（９月２日現在）新入会 4 名、退会 
2 名、転入 0 名、転出 0 名 

２．第 50 回全国国保地域医療学会の後援依頼（会長承認済み） 
【検討議案】 
１．新入転入研修会の当日役割分担について（中村） 
別紙のスケジュール及び役割分担とする。・・・承認 
【その他】 
１．療推進協議会イベントについて(林) 

9/6 に向けて準備できました。 
当日の写真も記録し報告する。・・・承認 

 
平成２１年度第５回定例理事会 

１０月８日（木）18:30～20:30 
  会場：京臨技丸太町事務所 
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糖尿病療養指導部門 
 

「糖尿病個別指導の実際」  

 

＜対象＞  

１．糖尿病療養指導士の資格は無いが糖

尿病療養指導に関心のある技師 

２．これから個別指導に取り組もうと考

えている技師 

３．すでに個別指導を行っており、さら

にスキルアップを目指す技師 

 

感染対策部門 
 

「微生物検査外部委託データの活

用法」 

 

微生物検査データを感染対策に利

用するのにはどうしたらいいの？

発見！自施設のデータ活用法 

（初級レベル） 

ＮＳＴ部門 
 

「腎疾患の栄養管理について」  

 

＜内容＞  

腎疾患の検査値及び栄養管理につい

て専門の医師に講義をしていただき、

その後、症例検討を通して技師の役割

を考える。 

管理運営部門 
 
「検査相談室・情報室を立上げるには」

 

1） 目的とコンセプト(今何故、検査相

談、検査情報が取上げられるのか？)  

2） 立上げの準備と課題  

3） 運営のための情報収集、知識の獲得 

4） どのような貢献があるのか・課題 

5） 範囲、制約、限界 

＜申込締切＞ 

・ 感染対策部門：10 月 15 日 

感染対策部門はアンケート回答締切 11 月 1 日です。

(締切日を過ぎたアンケートの回答は、セミナーワー

クショップでの解析に反映されません。) 

・ その他 3部門：11 月 1 日 

各部門 50 名を超えた時点で申込をしめきります。 

日 時 ： 平成 21 年 11 月 28 日（土） 14 時 30 から 17 時 45 分 

会 場 ： みやこめっせ（京都市） 

参加費 ： 2,000 円 

詳細は、ホームページにて（第 49 回近畿医学検査学会ホームページより、 

21 世紀を担う臨床検査技師実践セミナー京都・2009 にリンクしています） 

第 49 回近畿医学検査学会 

同日開催セミナー 
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