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HH2255  世世界界医医学学検検査査デデーー  公公開開講講演演会会終終了了！！  
4 月 15 日は世界医学検査デーです。これに呼応して、 

北臨技では臨床検査に対する認識を高揚することを目的 

に、毎年 4月に公開講演会の開催を企画してきました。 

今回は、依然増加傾向にある STI (性感染症)、特に HIV 

感染症に焦点をあて、北大病院渡部恵子先生を講師に迎 

えて『これだけは知っておきたい HIV感染症の基礎知識』の 

演題で、4月 13 日(土)午後１時 30分から札幌医学技術 

福祉歯科専門学校講堂にて開催しました。札医専の学生 

125名を中心に会員 31 名、その他医療従事者 2名の合計 

158名の多数の参加を頂きました。 

＜学会演題募集のお知らせ＞ 

●第 88 回北海道医学検査学会 

（北見市 平成 25 年 9 月 14 日・15 日） 

  一般演題募集中 締切日 5 月 17 日（金） 

          抄録は 6 月 21 日まで 

  ＊詳細は北臨技会誌 21 号ブルーページを 
ご覧ください 

●第 2 回日臨技北日本支部学会 

（仙台市 平成 25 年 10 月 12 日・13 日） 

一般演題募集期間 5 月 1 日～5 月 31 日 

抄録は 6 月 30 日まで 

  ＊詳細は学会 HP に近日中に掲載 
   （北臨技 HP からリンクあり） 

第 10 回 北臨技基礎セミナー 

「心電図・エコー検査の基礎 in 函館」 

◇日 時 ： 平成 25 年 6 月 29 日 （土） 

◇会 場 ： 函館五稜郭病院 

◇参加費： 3,000 円(会員)、案内・HP 参照 
 

生理機能部門の基礎セミナーは昨年度までに道央・道北・

道東圏で終了し、今年度は道南圏の函館で開催いたします。

心電図は不整脈と虚血に分けてわかりやすく、基礎から臨床

で応用できる内容を、またエコー検査は、正確な診断をする

ための画像描出のポイントについて、実際にエコー装置を使

用しハンズオン形式で講演します。ワンポイントアドバイス

＆よろず相談コーナーも毎回好評です。多くの皆様の参加を

心よりお待ちしております。 (生理機能部門長 齋藤 和) 

第 174 回 北臨技講習会 

「症例で考える輸血検査 第七弾」 

◇日 時 ： 平成 25 年 6 月 29 日 （土） 

◇会 場 ： 北大 医学部 保健学科 

◇参加費： 3,000 円(会員)、案内・HP 参照 
 

輸血業務で起こりうる問題を解決し、より安全な

輸血療法を提供できる力を養う事を目的に開催

します。症例は 2 題用意し、テキストを事前配

布します。また、血液センターから輸血用血液製

剤のトピックスを講演いただきます。グループ討

論を通じて他施設の状況なども知ることのでき

る貴重な機会ですので、多くの皆様の参加をお待

ちしております。 （PJ 委員 小西 裕美子） 

平成 25 年 4 月 13 日(土)、札幌医学技術福祉歯科  

専門学校において第 1 回理事会を開催しました。及川

会長の議事進行のもと理事会が進められました。平成

24 年度第 4 回理事会の議事録承認に続き、3 月の事業

経過が資料に基づき報告されました。また、出席の地

区理事から地区の活動状況が報告されました。各地区

総会に派遣した役員からの報告もあり理事会にふさ

わしい報告内容となりました。会立検査所報告では、 

平成 24 年度検体受付数の報告があり、29,610 件（前

年比＋41件）と事業計画を上回るものとなりました。

審議事項では 5 月 25 日の日臨技定時総会議長に橘内

副会長を派遣することを決定し、平成 25 年度永年会

員表彰者 49名（総会時表彰）を承認しました。また、

平成 24 年度事業経過報告および決算報告並びに監査

報告がぞれぞれ報告され承認されました。最後に平成

25年度定期総会の日程（6月 1日）が報告され終了と

なりました。        （副会長 田上 稔） 

平成 25 年度 第 1 回理事会 終了報告 

◆ 日臨技定時総会「議決権行使書」提出のお願い ◆ 

日臨技平成 25年度定時総会の議決権行使書（従来の委任
状）が 4月 26日に「医学検査」送付先に発送されます。 
昨年 3月の総会は規定数に達せず流会となりました。その

ような事態にならないよう全員の返信をお願いいたします。 

返信封筒にて 5 月 24 日（金）午後 5 時までに日臨技に届く
ようご返送ください。 

渡部 恵子先生 

講師の渡部先生は HIV 患者ケアの専門家であられ、性感染症の現状から HIV 感

染症の治療、ケアの実際まで詳しくご説明頂きました。『HIV 感染症は日本/北海道で増え続け

ていること、逆に HIV 抗体検査件数が減少傾向であること、近年治療の目しい進歩でエイズ発

症を予防できること、性感染症の様々な症状と感染予防の重要性について…』等々、非常に

興味深いお話を頂き、会場の多くの臨床検査技師の卵達も熱心に耳を傾けていました。講演を

聴いて、「医療の現場にいながら実はよく理解していなかった事が多々あり、実に有意義な時間

を過ごさせて頂きました。」との声も寄せられました。                 ((理理事事  佐佐竹竹  秀秀夫夫  ))  

 

求人情報・・・詳細は北臨技事務所にお問い合わせください 

1) 稚内市 公的病院 正職員 s53.4.2 以降生まれ 

2) 札幌市東区 病院 正職員 再生医療 (細胞培養及び臨床研究ｱｼｽﾀﾝﾄ業務) 

3) 札幌市中央区 治験会社 正職員 CRC 業務 

4) 宮城県立病院 正職員 臨床検査技師及び CRC 応募期限 5/9 消印有効 

5) 札幌市豊平区 病院 パート 8:30～12:30 健診業務 6 月～12 月 

6) 札幌市東区 病院 パート 9:00～13:00(応相談) 外来採血他 3/31 迄(更新有) 

7) 札幌市北区 大学 研究補助員(勤務日･時間応相談) 細胞培養経験者希望 


