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第２５回広島県医学検査学会を終えて
第２５回広島県医学検査学会
実行委員長

橋本

洋

第２５回広島県医学検査学会を 3 月 1 日（土）、2 日（日）に広島市西区商工センター広島サンプラ
ザで開催し、大きなトラブルもなく盛会裏に閉会することができました。このことは本学会開催を支
えてくださった一般会員、賛助会員、実行委員会、ボランティアの方々の篤いお力添えがあってのこ
とと、まずは深くお礼申し上げます。
学会参加者数は、両日の受付で正会員 345 名、賛助会員 58 名、その他 58 名となっておりましたが、
常に 350 名の参加者を収容できる学会場は、席がほどよく埋まっている状態であり、会場内は 250 名
を越える熱気あふれる様相を呈しておりました。
学会に先立ち、連絡責任者会議が開かれ、技師会執行部より技師会の現状活動内容と将来展望が報
告されました。その中で（社）日本臨床衛生検査技師会臨床検査データ標準化事業を推進するために、
（社）広島県臨床検査技師会の中に臨床検査標準化委員会が結成されたこと、基幹病院の選定も終わ
り活動に入る旨の報告もありました。特別講演では、株式会社サンキ営業企画部コンサルティング課
統括課長の近藤栄達氏より、「公的法人のあり方」について講演をいただき、これからの地域にあるべ
き技師会の姿を考える上での方向性をいただけたと思います。
学会は、15 時 10 分に板羽秀之副会長による開会の辞に続き、谷口
ました。初日のシンポジウムは、「がん医療を考える
望―

薫学会長による挨拶で始まり

―がん診断における検査、最近の話題と将来展

」と題して、臨床検査技師、放射線技師、臨床医の立場から、検体検査、病理診断、超音波ガ

イド下における経皮的ラジオ波焼灼療法（ＲＦＡ）、３Ｄ−ＣＴによる画像診断、がん治療と薬剤耐性
について熱のこもった講演が行なわれ、討議時間についても会場から質疑が途絶えず１５分の延長の
上、終了することができました。広島大学

診療支援部放射線部門の石風呂

実技師の３Ｄ−ＣＴの

カラー化された繊細な三次元画像には、会場からため息が漏れていました。また、広島大学病院

診

療支援部病理部門の尾田三世技師、現在開業された元広島市立広島市民病院

隆

乳腺外科・外科の金

史先生のお話から、これからの疾病診断と治療における遺伝子プロファイリングと個別化医療（オー
ダーメイド医療）の方向性を見させていただきました。
1

待ちに待った懇親会、第 25 回という節目と谷口
凝らした開式となりました。まずは、橋本
橋本

薫会長の退任時に当たり、これまでにない趣向を

洋学会実行委員長の開催の挨拶に始まりました。途中、

洋実行委員長が皆の顰蹙の中、上着、ネクタイ、ワイシャツを脱ぐとその下にはサイクルスー

ツ、次には自転車ヘルメットと手袋をつけ、谷口

薫学会長の入場を告げました。すると会場後部に

スポットライトが当たり、トライアスロンスーツに身を固めた学会長が、クイーン（Queen）の「We will
rock you」の音楽とともに、会場騒然の中、お孫さんの三輪車に跨り登場、開会挨拶となりました。110
名を越える会場は一挙にシンポジウム後の硬い雰囲気が崩れ、懇親の場へと導入されました。懇親会
担当者、広島市立広島市民病院の飯伏義弘、森山可奈子両技師の名司会のもとにビンゴゲーム（特等：
Nintendo

Ｗｉｉ

谷口学会長の「男

幸運者

広島総合病院の小松浩基技師

羨望の的）などで盛り上がり、最後は、

検査技師の唄」で盛り上がった懇親会も閉会となりました。

２日目は、9 時 20 分から一般演題 15 題の発表があり、会場からも活発な質疑が飛び交い演者、参
加者含め啓発された進行となりました。お昼には、ベックマンコールター株式会社と第一化学薬品株
式会社の協力を得て、ランチョンセミナーを開催しました。用意されたお弁当が 250 個、実行委員、
ボランティアを含めても余ってしまい、１人で３個食べたつわものもいたとか。午後の教育講演、川
崎医科大学血液内科教授の和田秀穂先生の「日常診療で出会う HIV 感染症／AIDS」は、HIV 感染者
への偏見の払拭と爆発的感染を内在しているかもしれない今日の日本での対応に警鐘を鳴らすもので
した。期間中、ロビーでは 13 社による機器展示が開かれ、特に簡易自己血糖測定機器の場では、広島
市立安佐市民病院の森田益子技師らが中心となり、一般の方々を対象とした、血糖測定、機器説明を
実施し、多くの方々に喜ばれました。
14 時 30 分より一般公開講座が開催され、臨床検査のプロモーション、協和メデックス株式会社営
業部企画戦略Ｇの越川
にすると怖〜い
物園

准教授

洋氏による特定健診・特定保健指導についての講演と続き、最後の「鵜呑み

健康・ダイエット食品

―漢方から健康食品まで―

」広島大学薬学部附属薬用植

神田博史先生の特別講演となりました。巷に出回っている健康・ダイエット食品、漢

方薬の問題点が指摘され、健康維持には１日 30 種以上の自然摂取が望ましいとのことと、サプリメン
トに頼らない食生活を考える良い機会を与えていただきました。公演中、ジョークを時折はさまれ、
近くに座っていた技師会常務理事某美貌女史（嬢）が 5 分間隔に下を向き、笑いをこらえておられた
のが印象に残りました。神田先生のお話に熱が入り約 20 分延長の上、16 時 40 分ごろ終了、先生の下
には一般市民の方々が質問を抱えて駆けつけておられました。
橋本

洋実行委員長の閉会の辞で、２日間に渡った第 25 回広島県医学検査学会の幕が閉じられまし

た。
本学会を通じて感じたことは、講演いただいた先生方、参加された一般会員、賛助会員、実行委員、
ボランティアの方々皆が、会場で１つにまとまり、学会から享受されるものに対して共に浸っていた
ように思われたことでした。このように、気持ちよく学会報告できたことに対し、実行委員を代表い
たしまして、重ねて感謝申し上げます。また、本学会一般公開講座の案内パンフレットの配布など、
お手伝いいただきました高齢者福祉大学の皆様方にも厚くお礼申し上げます。
第 26 回広島県医学検査学会は東部地区の担当となります。広島県全域から多くの参加者が集まり、
学術に懇親に意義ある会となりますことを祈念いたしまして、次回にバトンタッチしたいと思います。
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シンポジストの皆様

トライアスロンスーツで挨拶

大好評

参与の安松弘光先生のご挨拶

懇親会名司会

本領発揮！！

一般の方々を対象とした、簡易自己血糖測定実施のもよう

ホームページ委員会からのお知らせ
この度、ホームページ委員会では、日本サーモロジー学会よりウエッブサイトリンクの依頼を
受け当会理事会で承認を得ましたので、広臨技ホームページ（http://www.hiroringi.or.jp/）に
学会情報を掲載させて頂きました。

日本サーモロジー学会

第 25 回大会

会期：平成20年6月26日（木）・27日（金）・28日（土）
会場：広島国際大学 国際教育センター
【特別公開講座】
安保 徹 教授 新潟大学大学院医歯学総合研究科
「体温免疫力で病気は治る」
※

（仮題）

学会の詳細や公開講座の申し込み等は、広臨技ホームページでご確認下さい。
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平成 20 年度第 4 回理事会・第 10 回常務理事会報告・討議内容議事録
開催日：平成２０年１月１２日（土） １５：００〜１６：１５
場 所：広臨技事務所
参加者：谷口、板羽、橋本、水野、藤上、足免、櫻井、森田、矢野、小野寺、中川、河田、広山、小
林、小原、左右田、平原、岡野、枝広、山下、高澤
書 記：河田
《報告事項》
谷口会長より報告
・中越沖地震の義援金のお礼が、新潟県臨床検査技師会よりあった。
・医師会より、平成１９年度広島県高校生がん予防講演会に関する報告があった。
・訃報 広臨技会員 山田靖太郎氏（５２歳）死去され、お通夜に参列した。
「心よりご冥福をお祈りいたします。」
・厚生労働大臣表彰に、谷口会長と吉岡元理事が決定した。
２月に日臨技５０周年記念式典時に表彰される。
・プロモーション説明会（臨薬協の開催）が２月１８日（月）１５：００〜１７：００
広島市 RCC 文化センタ−の会議室で行われる。時間のとれる方は参加して下さい。
・広島県医学検査準備状況は、順調に進んでいる。
＜各部報告＞
１．事務局
中川事務局長より報告
・顧問・名誉会員、関連団体等に年賀状７０枚を発送した。
・年末から祝賀会の準備をした。出席者の皆様に案内状を出し、出席者は、会員６５名、賛助会
員８６名、全部で１６１名の参加の連絡があった。
・１２月に２回の発送業務をおこなった。
・３月２２日の定期総会の準備日程を作成した。（１月末、総会案内の送付・２月１５日、総会出
欠の締め切り・２月１８日（月）〜２月２２日、出席者の確認）
２．学術部
藤上学術部長より報告
・第５７回日本医学検査学会の座長に、超音波部門（県立広島病院 古本暁美技師）、微生物部門
（福山市医師会センタ− 志田原郁子技師）、免疫血清部門（鉄道病院 橋本 洋技師）を推薦した。
・学術部門は昨年末からのアンケート調査（６４施設 ６１０名分）の集計作業を行っている。
３．経理部
櫻井経理部長より報告
・平成２０年１月９日付けの現在の会員数について
継続会員数５７９名、新入会員数１名 、名誉会員２名、合計５８２名の登録があった。
事務処理の混乱を招く元になるので電信振込はやめていただきたい。必ず個々に配布した指定
の振込用紙を使用して振り込んでいただきたい。
・１２月１４日に２００万円を事務所維持協力金の方へ移動させていただいた。
・生理部門から部門会議の交通費等３３，６６０円が不足との事で、追加予算申請があった。
（尾道・福山・東広島・庄原・安芸高田市にわたって会員がおられるため）
→上記の予算申請は、了承された。
４．渉外・法規部
足免渉外・法規部長より報告
・本日、
「安心してくらすために」後期高齢者医療制度の講演に参加した。
５．組織調査部
小野寺組織調査部長より報告
・EP ネットを昨年の速報に掲載した以降に、「生理検査の超音波（報告書）を作成したものを技
師が（患者様に）渡しているが良いのでしょうか？」との質問があった。
６．広報部
矢野広報部長より報告
・２月６日（水）速報２月号と第２５回広島県医学検査学会抄録を発送予定。
《各地区理事報告》
広島地区 左右田・河田理事より報告
・１１月１７日（土）１７：００より、恒例のボーリング大会を行ない、４２名の参加があった。
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呉地区
平原理事より報告
・１１月７日（水）ボーリング（親睦会）を行い、４１名の参加があった。
・１月２４日（木）意見交換会をビュ−ポ−ト呉で行う予定。
東部地区 枝広理事より報告
・１２月１日東部学会を因島で行なった。参加人数６０名（懇親会４１名）。
・来期は福山で広島県医学検査学会を行う予定。（会場は現在未定）
東広島地区 桂理事欠席
・特になし
北部地区
広山理事より報告
・１２月１５日第４回の勉強会を三次で行い、今年度行事予定は終了した。
《討議事項》
・総会 予算案、事業方針案について
①収支予算書の事業収入に、その他事業収入欄を作成した。（新春祝賀会、表彰祝賀会等を収入に
あげたら良いのでは？とのご意見があったため）それに伴い、支出欄を設けた。
②臨床検査標準化委員会を H２０年度新設するため、予算案をたてた。
③コピ−複合機購入の予算をたてた。コピ−機と保守料金は、前年度・前々年度の繰越金をあて
る。
以上、今までと違う予算案の説明が、櫻井経理部長より報告された。
再度、理事の皆さんでよく目を通しておくように指示があった。（谷口会長より）
→予算案、事業方針案は、理事会で承認された。
・ウェブサイトリンクの依頼について（谷口会長より）
① 広島国際大学看護学科の高尾文子さんから、日本サ−モロジ−学会（第２５回広島国際大学で
６月に開催予定）があるため、ホームページへのリンクの依頼があった。
→承認された。
②メディカルオンライン（国内医歯薬看護医療技術系ジャーナルの文献を PDF ファイルで医療従
事者へ配信するサービス）に、当技師会の文献を配信させてほしいと依頼があった。
→承認された。
・臨床検査標準化委員会委員について （板羽副会長より）
昨年より臨床検査の標準化について検討しており、標準化委員会委員を１３名（２名は理事）
にお願いした。基幹病院としては、広島大学病院、県立広島病院、広島総合病院で、２０年２
月１日〜２２年３月３１日の約２年間で、委員の方に、委嘱状を渡す。
→委員について、承認された。
・コピ−複合機器選定について （中川事務局長より）
富士ゼロックス、リコ−、東芝、京セラ三田の４社で比較検討した。４社とも値引きがあり、
保守料金・カラ−印刷・販売価格等を考慮し、更に検討中である。
（現在のコピ−機は、１２年間使用したので、今後のことを考えれば、カラ−印刷できるの機
器が良いのではないか）
・公益法人制度について （足免渉外・法規部長より）
１２月１日に公益法人の新制度について説明会があった。ほとんどの事は、まだ決まっておら
ず、随時情報提供していくとの事だった。平成２０年１２月１日より新制度の施行が始まり、
移行期間は５年間で、平成２５年で移行期間は終了する。
公益法人制度改革の概要としては、新制度になると、一般法人か公益法人になり、一般法人の
場合は、法人の設立は登記のみで設立され、加税対象となる。公益法人が認められた場合は、
新しい法人の税制が適用され免除される。今後どちらかに移行されなければならない。
主な認定基準としては色々あるが、中でも公益目的事業比率が５０／１００以上の見込みがあ
るかないかの条件がある。また、認定を受けると、名称を独占的に使用、個人及び法人に関す
る税制上の措置を受けられるという効果が与えられる。
認定の申請には、定款及び定款の変更の案、事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表、
その他の財務書類を提出しなければいけない等々、色々あるが、必要書類が揃えば、不認定に
なることはない。
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平成１９年１２月２８日、厚生労働省医政
局長発の通知文が発出されました。
「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」＜医政発第1228001号＞と
される通知によると、医師でなくとも対応可能な業務までも医師が行っている現状、また、看護師等
の医療関係職については、その専門性を発揮できていないとの指摘についての対応が示されている。
具体的には、臨床検査技師が行える業務として「採血や検査についての説明」が記載されている。
これを受け、１月２３日厚生労働省において、詳細な説明を求めるとともに当会の見解を述べた。
それによると、医療の推進のため関係者の協力のもと「医療職種のより適切な業務」の遂行を求めて
いる。検査業務は「法」のもとに行うことは勿論であるが、（若干の医師の見解の相違は残るものの）
幅広い見識を持ち業務を行うことが我々の「業務拡大」にもつながるものであることは言うまでもな
い。各医療機関においては、十分な話し合いのもとに、積極的な対応をしていただきたい。
（通知文より抜粋）

６）採血、検査についての説明
採血、検査説明については、保健師助産師看護師法及び臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法
律第76号)に基づき、医師等の指示の下に看護職員及び臨床検査技師が行うことができることとさ
れているが、医師や看護職員のみで行っている実態があると指摘されている。
医師と看護職員及び臨床検査技師との適切な業務分担を導入することで、医師等の負担を軽減す
ることが可能となる。
※「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」＜医政発第1228001号＞
詳細は（社）日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp/）でご確認ください。

平成２０ ・ 2１年度検査研究部門・担当領域委員及び
広報部委員・ホームページ委員の募集について
下記、検査研究部門の担当領域委員及び広報部・ホームページ委員を募集いたします。
検査研究部門において、研修会の企画や共有の研究テーマの立案を行いませんか？
広報活動やホームページに興味のある方是非ご連絡ください。初心者でも構いません。
部門

領域

生物化学分析部門

臨床化学、免疫、遺伝子・染色体

生理機能検査部門

機能検査（神経・循環・呼吸・平衡感覚機能）
、画像検査（画像）

形態検査部門

細胞、病理、一般、血液

感染制御部門

微生物（微生物・ウイルス・寄生虫・疫学）

移植検査部門

輸血（輸血・移植・生殖医療）

総合管理部門

管理・情報（管理運営・精度管理・安全管理・情報管理）
氏名、会員番号、所属を記入の上、下記まで FAX にて応募してください。
応募先 広臨技事務所
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FAX (082) 502-6031

事務局からのお知らせ
会員の皆様には、いつも技師会の事業にご協力頂きましてありがとうございます。
さて、新年度となり、転勤等で職場を異動される方も多いと思います。
技師会からの、速報や会誌、お知らせを間違いなく皆様のお手元にお届けするためにも、
できるだけ早い時期に、技師会への変更手続きをお願いいたします。
○変更届用紙は、会誌「医学検査 2008 年１月号 Vol.57、No.１」に掲載されていますので、
その用紙をご使用下さい。
○平成 20 年度会費納入の時期となりましたので、できるだけ早い時期に納入してください。

【問い合わせ・送付先】〒730-0013 広島市中区八丁堀 6-10 グレイスビル 801 号
FAX

（082）502-6031

広島県臨床検査技師会

事務所

広臨技求人のご案内
現在届いてる求人情報をお知らせいたします。（２００８．３．１）
問合せ先 （社）広島県臨床検査技師会 事務所 ＦＡＸ（０８２） ５０２−６０３１
技師会ホ−ムペ−ジから求人登録をすると求人の詳細をご案内します。
受付 No

受付日

施設形態

所在地区

雇用形態

採用人数

募集業務内容

10１

平成 19 年 8 月 1 日

診療所

広島市中区

①正社員

１名

検体検査、生理検査

102

平成 19 年 8 月 28 日

病院

広島市西区

①正社員

１名

生理検査、検体検査

103

平成 19 年 9 月 25 日

病院

広島市中区

①正社員

1名

臨床検査、その他医療業務

104

平成 19 年 10 月 2 日

診療所

広島市中区

③パート

2名

臨床検査、その他医療業務

105

平成 19 年 10 月 9 日

診療所

東広島市

①正社員

1名

採血業務、生理検査、看護補助

106

平成 19 年 10 月 22 日

診療所

広島市中区

①正社員

１名

生化学検査

108

平成 19 年 11 月 21 日

診療所

東広島市

③パート

1名

一般血液、生理検査

109

平成 19 年 12 月 14 日

診療所

広島市中区

①③

各１名

健診業務、検体、心電図、超音波

110

平成 19 年 12 月 18 日

病院

広島市南区

②臨時

１名

細胞診、病理組織

111

平成 20 年 1 月 8 日

①③

2名

医療機器納入解析取扱説明など

112

平成 20 年 1 月 11 日

病院

三次市

①正社員

若干名

臨床検査、その他医療業務

113

平成 20 年 2 月 5 日

病院

福山市

③パ−ト

1名

臨床検査（生理機能、生化学）

114

平成 20 年 2 月 14 日

診療所

福山市

①正社員

2名

主に癌免疫療法研究のお仕事

115

平成 20 年 2 月 14 日

病院

東広島市

①③

若干名

116

平成 20 年 2 月 15 日

病院

尾道市

②臨時職員

1名

血液検査、一般検査など

117

平成 20 年 2 月 18 日 検査センター

呉市

①正社員

1名

細胞診・病理検査（細胞検査士）

118

平成 20 年 2 月 19 日 機器メーカー 広島市西区

③パート

１名

ホルタ−の解析レポ−ト作成

機器メーカー 広島市西区
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随想録
私の健康法
尾道市立市民病院

中央検査室

丹下真由美

あと数年で定年を迎える年になり、これまで良くがんばれたなと自分ながら不思議な気がします。
２０代３０代は、子育てに追われ

特に３０代の疲れは、栄養ドリンクのお世話になったりして、仕

事と家庭と、本当に毎日が戦いのようでした。
それでも４０代になってからは、子育てに少しゆとりが出て、元気で仕事を続けられるように、そ
して趣味もやりたい…と、少しずつ意欲が出てきました。
そこで、健康な体づくりのため水泳を始めました。当時平泳ぎもおぼつかなかった私ですが、プー
ルの仲間に支えられて、２年ほどするとクロールで１ｋｍ、なんとか泳げるようになりました。寒が
りの体質が改善され、風邪も引かなくなり、おまけに肩こりもほとんど無くなりました。休みながら
ですが続けることができ、なんと今年で 1６年になります。さらに水泳だけでは物足りなく感じていた
時、尾道でもストレッチの教室がオープンするということを聞きつけ、年をとっても困らないように、
筋力をつけるため早速入会しました。月に１度の体重測定で一喜一憂してはまた来月がんばろうと励
んでいます。
また、精神面では以前から好きだった絵画を４０歳過ぎてから始めました。院内の文化祭に出品し
たのを機に、病院にサークルを立ち上げました。大好きな油絵を描きながら仲間とおしゃべりをする
ことは、ストレス解消になります。毎秋行われる病院の文化祭と、隔年のデパートでのパブリックギ
ャラリーの展覧会を目標に、緊張感をもちながら続けることができています。
以前はあれもこれも…と、欲張りすぎてそれが逆にストレスとなり、悪循環を繰り返した時もあり
ました。今では無理をしないよう気持ちに少しゆとりを持って、運動に趣味にと楽しんでいます。ま
た、健康で毎日を送るには心身ともに元気でなければ、となるべく前向きに笑いのある日々を送ろう
と心がけています。
何よりも、長年元気で仕事が続けられたのは、私生活や仕事で、挫折するたびに助けてくれた職場
の仲間がいてくれたからこそと思います。私の健康法は、この職場にありです。この場を借りて心か
ら感謝の気持ちを伝えたいと思います。

平成２０年４月分行事予定表
３

木

１７

木

第１回常務理事会

広臨技事務所

18：30〜20：30

東部地区生理検査研修会

尾道市民病院
４Ｆ講堂

18：30〜20：00

血圧脈波検査（PWV／ABI）入門

※平成２０年４月の行事予定詳細は別紙、広臨技行事予定表でご確認下さい。
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