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平成２０年度第２回定期(予算)総会開催される
平成２１年３月２１日（土）１５：３０より 広島大学病院 病棟カンファレンス２において
平成２０年度第２回定期（予算）総会が開催されました。
小野寺事務局長の司会進行により定期総会に入り、水野副会長の開会の辞に続き、板羽会長挨
拶では、今年度の広臨技の事業が円滑に進み、各種行事に対する会員の皆様の協力と深いご理解
を受け賜った事への感謝とお礼が述べられた。
総会議長に済生会広島病院の高夫智子技師が任命され、円滑な議事進行のため皆様のご協力を
宜しくお願い致しますとの挨拶の後、総会役員が選出された。
資格審査委員兼議事運営委員に笹谷真奈美（厚生連広島総合病院）
、新川俊也（松尾内科病院）
、
岩増良雄（厚生連広島総合病院）、津川和子（広島大学病院）、大塚崇通（吉島病院）の５名の技
師、また書記には山下美香（厚生連広島総合病院）、藤井明美（県立広島病院）の２名の技師、議
事録署名人には飯伏義弘（広島市立広島市民病院）、板羽秀之（広島大学病院）の２名の技師が任
命された。
総会は、総会員数 1,454 名に対し、出席者 35 名、書面表決票 209 名、委任状 904 名、出席者総
数 1,148 名で会員の過半数に達し総会が成立するとの笹谷資格審査委員長の報告および議事運営、
時間配分等の説明後、各審議に入った。
第１号議案は平成２１年度事業計画案で、板羽会長から１）臨床検査室の強化と臨床に役立つ
臨床検査技師教育（良質な検査室運営によって病院経営の収益向上に寄与し、厳しい医療体制に
対応できる検査室作りをバックアップする。臨床をサポートできる臨床検査技師を育成するため
に生涯教育の充実を図る。）２）公益法人体制への移行（公益社団法人として、国民の健康維持、
推進のための臨床検査を重点目標に、公益活動を展開する。）３）効率的な執行体制の確立（公益
法人認定のためにも、定款改訂、諸規定の見直しを図り、より効率的な業務体制を確立する。
）４）
臨床検査技師の地位向上（認定技師制度も資格取得者が増えており、病院施設や技師会等で活躍
できるように、より充実させて地位向上を目指す。また、AIDSキャンペーン事業等の公益事業を
通じて、社会的地位確立を推進する。）５）精度管理、標準化、検査データの共有化（行政及び関
連団体と連携強化を図り、精度管理調査の推進、標準化、基準値の統一化を行い地域医療に貢献
する。）６）組織強化（各地区との連携による組織強化推進と財政基盤の安定維持を行う。）の６
つの事業方針の提案がされ、引き続き事務局、学術部、経理部、渉外・法規部、組織調査部、広
報部より各々事業方針の提案がされた。第２号議案の平成２１年度一般会計予算案では小原経理
部長より一般会計収支予算書（案）と収支予算書総括表（案）の説明と、広臨技事務所購入費返
済原資積立計画（案）の提示がされた。第１号議案、第２号議案ともに拍手多数で承認された。
第３号議案は、小原経理部長より平成２０年度一般会計補正予算案の提示と説明があり、拍手
で承認された。
高夫智子議長が質疑応答、緊急議案の提示の有無を再確認後、技師会のますますの発展と理事
の方への感謝とお礼を述べられ、総会役員・書記の解任、丹下副会長の閉会の辞により無事終了
した。
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平成２０年度第５回理事会、第１3 回常務理事会報告・討議内容議事録
開催日：平成２１年３月２１日（土）
１３：３０～１５：００
場 所：広島大学病院 病棟カンファレンス
出席者：板羽、水野、足免、丹下、小野寺、藤上、竹本、小原、矢野、田中、米田、河岡、壽川、
荒瀬、播野、平賀、笹谷、櫛田、巻播、新田、若林、金子
書 記：（組織）田中美樹、笹谷真奈美
欠席者：広山
《報告事項》
１．板羽会長より報告
・技師会事務所の室積京子さんが１月をもって退職、２月 1 日より細川真樹さんを採用した。
・日臨技総会が、３月２８日・４月２５日に東京で開催される。４月２５日に会長板羽が出席する。
＜各部報告＞
１．事務局
小野寺事務局長より報告
・事務所のパソコンを入れ替えた。旧パソコンに所在不明ファイルがありますので、今月中に名前
を付けて既定のファイルに整理をお願する。
・事務所の鍵の所在確認のため、キーナンバーの連絡をお願いする。
・来年度の配送業務のお手伝いを学術部にお願いしている。配送物がある場合は、２０日前後に事
務局、事務所に連絡をお願いする。
・２１年度の第１回総会は６月２０日に決定した。
・日臨技より、広臨技からの政治連盟の加入者が１０１名との報告をうけた。
２．学術部
藤上学術部長より報告
・全国学会の座長推薦の依頼があり、５名を推薦した。
・県学会の発表演題の論文投稿をお願いしている。
・配送業務の支援を学術部で行いますので、配送物のある場合は早目の連絡をお願いする。
３．経理部
小原経理部長より報告
・３月１６日現在の会費入金状況は、継続会員１１６４名、新入会員５名、県会員１名で合計１１
７０名です。
・事務所に金庫を購入した。経理部長、事務局長、組織調査部長の立会のもと、３月２１日に搬入
した。
４．渉外法規部
竹本渉外法規部長より報告
・２月１５日の県学会で渉外・法規部として臨床検査技師のプロモーションを行った。２月１９日
には後援して頂いた県に報告書を提出した。
・２月１２日(木)に HIV 検査・相談事業の２０年度決算および２１年度の活動計画の会議を行った。
参加者は県・市の担当者、広島大学、りょうちゃんず、広島県臨床心理士会の方、当会から足免
副会長、河岡渉法副部長と私が参加した。
２０年度は無事予算を使い切り、3 月 4 日に経理部長へ収支内訳をメールにて報告した。
また、２１年度の活動計画として、６月６日(土)のとうかさんの日と１２月１日の世界エイズデー
付近にイベントを行うことが決定した。１２月４日を予定している。
６月６日はユノ川クリニック以外に林病院も会場として使いたいということで、２月２３日に広
島県、広島市の担当者と私で林病院にお願いに行き、使用許可を頂いた。
・２月１８日に県の総務課公益法人グループに広臨技の定款を郵送し、現在の定款で新公益法人の
定款として使えないのかを確認して頂いた。３月３日には足免副会長と一緒に県の公益法人グル
ープ(担当は平原さん)に出向いて話を聞いたが、現在の定款では新公益法人の定款としては足りな
い部分が多く、全面的な変更が必要である。
公益法人協会が出版している「公益法人 定款諸規程例」というマニュアル購入(３月１２日に２
冊購入：1995 円)し、それに従って定款を見直す。
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・無料職業紹介事業の会議を３月１６日に行った。中国労災の木村さんが今年から連絡委員を辞退
されたので、ホームページの変更と今後の方針を決めた。今後は連絡委員をなしとして、現在の
アドレスは技師会事務所にする。詳細は次回速報に掲載予定．また無料職業紹介事業を継続して
行うため、６月２５日(木)に福岡で開催される責任者講習にマツダ病院の荻野さんに参加して頂く
予定。参加費 12,000 円及び交通費の補助を技師会でお願いする。
５．組織調査部
田中組織部長より報告
・２月１４日（土）の「連絡責任者会議 シンポジウム」では東部の方々に大変お世話になり、お
礼申しあげます。
６．広報部
矢野広報部長より報告
・速報の随想録の寄稿者推薦を、各理事に送付したのでお願いする。
・可部印刷の担当者が代わられた。
７．地区理事報告
（１）広島地区
荒瀬地区理事より報告
・来年度のレクレーションは、カープ観戦で９月１２日を予定している。
（２）呉地区
平原地区理事より報告
・１月２２日意見交換会、2 月１２日血液研修会、2 月１９日微生物研修会、2 月１９日輸血談話
会、２月２６日呉地区研修会、３月１１日細胞診研修会を行った。
・来年度事業計画は、呉地区研修会 5 回、七夕研修会 7 月 4 日、レクエーション 11 月、意見交換
会 1 月、部門研修会（血液・細胞診・微生物・輸血各 4 回）を予定している。
（３）東部地区
新川・櫛田地区理事より報告
・県学会は大きなトラブルもなく行われ、会員の皆様に感謝申し上げます。多方面に広報したが
市民公開講座の出席者が、期待した人数より少なかった。
・４月２４日に東部連絡者会議を行う。
・５月に役員会を開き来年度の計画を話し合う。
（４）東広島地区
平賀地区理事より報告
・２月２４日に意見交換会を行い、３９名の参加があった。
参加者の中に非会員の方が５名いた。来年度の加入を勧め自己負担で参加してもらった。
・４月に役員会を開き来年度の計画を話し合う。
・平日勤務後の研修会の充実を図っていこうと考えている。
・水野副会長より、非会員の研修会参加は断っているので、未加入での２度目の参加は断って下
さいとの申し入れがあった。
〈その他の報告事項〉
標準化委員会事業計画について
新田標準化委員会委員長より報告
１．平成２０年度の報告会開催
・６月に広島大学で予定
①平成２０年度広島県内基幹施設・参加施設の標準化事業報告
②広島県内の基準範囲の状況報告
③平成２０年度日臨技報告
２．平成２１年度のスケジュール
４月 日臨技報告会へ新田委員長出席（４月２５日・東京）
基幹施設：岡山県のクロスチェクへ参加
５月 参加施設の公募案内
６月 平成２０年度の報告会開催
７月 「生化学研修会（許容誤差をどこまでにするのか）」への参加をすすめる
基幹施設：日臨技標準物質配布
委員会：広島県サンプル準備
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８月

基幹施設：HbA1c、CBC 測定開始、生化学・血清の毎週測定
委員会：広島県サンプル発送
広島県基幹施設・参加施設において測定実施
９月 基幹施設：生化学・血清の毎週測定
１０月 基幹施設：生化学・血清の毎週測定
１１月 委員会：広島県基幹施設・参加施設の内部精度管理とデータの集計
１２月 委員会：広島県基幹施設・参加施設の内部精度管理とデータの集計を日臨技へ送付
１月 日臨技集計
２月 日臨技報告
以上の年間事業計画報告があった。
〈討議事項〉
・小野寺事務局長から事務局担当理事への変更希望があり、事務局長に田中組織部長、組織部長に
笹谷西部地区理事が兼務することが、理事会で了承された。
・事業計画書（予算書）用紙の記入方法が解かりにくいとの意見があり、素案を作成する。
・中国地区研修会は、担当県の技師会が企画・予算の確認作業を行い中国臨床検査技師会で承認され
る流れとなる。今回提出された、広島県で開催される生物化学検査部門研修会の企画・予算案が理
事会で了承された。
・呉地区研修会で開催された、血液センターとの輸血懇話会がとても有意義な会であったとの報告を
うけている。各地区で開催されてはどうか。詳細は血液センターの学術に相談して下さい。
・広島県議会議員で当技師会顧問の窪田泰三先生の死去にともない、新たな顧問を慎重に探していた
が、中本隆志氏(広島市南区)を顧問として調整することが理事会承認された。
・表彰委員会の報告
2 月 25 日に表彰委員 10 名が集まり表彰委員会を開催した。
学術業績者賞候補に
① 刎元祥子技師 （笠岡レディースクリニック）呉地区
「当院における精液検査の現状－不妊症例での精液検査の役割」
② 柴田 淳技師 （三原赤十字病院）東部地区
「腎臓能マーカーを“24 時間 CCr”から“シスタチン C”に切替えた経験」
学術奨励者賞候補に
① 森田益子技師 （広島市安佐市民病院）広島地区
② 佐々木恵美技師（広島市舟入病院）
広島地区
功労者賞候補に
谷崎保比古技師（福山市民病院）
平成 6 年から平成 15 年まで理事、平成 12 年から平成 15 年の 4 年間は副会長
特別賞
該当者なし
ということに決定し、常務理事会・理事会で承認された。

（社）広臨技理事会からのお知らせ
平成２１年３月２１日（土）の理事会において、常務理事および理事の担当理事変更が
承認されましたのでご報告致します。
新担当部門
事務局長
組織調査部部長

広島市立広島市民病院
厚生連広島総合病院
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田中
笹谷

美樹
真奈美

（前組織調査部長）
（前組織調査副部長）

（厚生労働省通知）
「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」
１

趣旨

「「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について」（平成２０年１２月２６日付け
薬食発第 1226011 号厚生労働省医薬食品局長通知）による同ガイドラインの一部改正により、遡及調
査の対象及び医療機関における輸血前後の保存検体量を改めたこと等を踏まえ、「輸血療法の実施に
関する指針」及び「血液製剤の使用指針」について、より一層の安全対策の観点から、所要の改正を
行うものである。
２

主な改正内容

（１）「輸血療法の実施に関する指針」の一部改正関係
①「III 輸血用血液の安全性 1.副作用予防対策 2)放射線照射」、「VIII 輸血（輸血用血液）
に伴う副作用・合併症と対策 1.副作用の概要 2)非溶血性輸血副作用 (2)遅発型副作用 i 輸
血後移植片対宿主病」及び「XII 院内で輸血用血液を採取する場合（自己血採血を除く）」につ
いて輸血後移植片対宿主病による予後が重篤であること、放射線照射によりその予防が可能であ
ることについて更なる注意喚起を行うこととしたこと。
②「VII 実施体制の在り方 1.輸血前 3)輸血用血液の外観検査」及び「VIII 輸血（輸血用血液）
に伴う副作用・合併症と対策 1.副作用の概要 2)非溶血性輸血副作用 (1)即時型（あるいは急
性型）副作用 i 細菌感染症」について
特に血小板製剤に対する細菌混入について更なる注意喚起を行うこととしたこと。
③「VII 実施体制の在り方 4．患者検体の保存」について
「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の改正に伴い、医療機関における輸血前後の保存検
体量を 1ml から 2ml に改めることとしたこと。
④「参考 1 医療機関における細菌感染への対応（血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン（抜粋）」
について
「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の改正に伴い、受血者の血液培養から同定された菌
株の保管方法等について定めることとしたこと。
（２）「血液製剤の使用指針」の一部改正関係
①「II 赤血球濃厚液の適正使用 6．使用上の注意点 3）輸血後移植片対宿主病(GVHD)の予防
対策」、「III 血小板濃厚液の適正使用 6．使用上の注意点 4）放射線照射」及び「VI 新生
児・小児に対する輸血療法 1．未熟児早期貧血に対する赤血球濃厚液の適正使用 3）使用上の
注意 （3）院内採血」について
輸血後移植片対宿主病による予後が重篤であること、放射線照射によりその予防が可能である
ことについて更なる注意喚起を行うこととしたこと。
②「II 赤血球濃厚液の適正使用 6.使用上の注意点 1）感染症の伝播」及び「III 血小板濃厚液
の適正使用 6.使用上の注意点 1）感染症の伝播」について
特に血小板製剤に対する細菌混入について更なる注意喚起を行うこととしたこと。
※「輸血療法の実施に関する指針」および「血液製剤の使用指針」の改正点詳細は、
http://www.mhlw.go.jp（厚生労働省ＨＰ）でご確認ください。
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ボランティア募集のお知らせ
（

HIV 検査普及週間におけるイベント

）

６月 1 日(月)～7 日(日)は HIV 検査普及週間です。広島県臨床検査技師会では 6 月 6 日(土)に HIV
検査普及啓発活動のイベントを広島県や広島市などと合同で行います。
これは広島県民のエイズに対する関心を高め、また広くエイズに対する知識の普及啓発を行うとと
もに、エイズ検査への受検を促進し、もってエイズ感染の予防と、エイズ患者・HIV 感染者に対す
る差別や偏見を解消するという目的で行われるイベントです。
広島県臨床検査技師会では、当日、エイズ予防啓発及び受検促進リーフレットやコンドームを配布
し、近隣の医療機関でエイズ無料検査を行う予定です。
そこで、このイベントのお手伝いをしてくださるボランティアを広く募集します。
参加可能な方は下記に必要事項を記入し、FAX にてお申込みください。
記

日時：平成２１年６月６日(土) 13:00～19:00
場所：広島市西新天地公共広場(通称アリスガーデン)周辺
募集人数：２０名程度
締め切り：５月２５日(月)、先着順、定員になり次第受付終了
申込み先：(社)広島県臨床検査技師会事務所 FAX(082)502-6031
（詳細はボランティア決定後、ご連絡します。
）
尚、ボランティアに参加して頂いた方には、僅かながら謝礼が出ます。
詳しい問い合わせは

広島三菱病院検査科

竹本

幸夫

℡(082)291-6037 まで
以上

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

HIV 検査普及週間におけるイベント
ボランティア参加申込書
施

設

名

会員番号

氏

名

担当 渉外・法規部
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生理機能検査部門研修会のお知らせ
会員各位
（社）広臨技

生理機能検査部門

生理機能検査部門では下記のとおり、平成 21 年度第 1 回研修会を開催します。
今回は、『肺機能検査』を取り上げてみました。最近の肺機能検査の動向や、各検査を行う際のポイ
ントなどを基礎から学びたいと思います。多数の参加をお待ちしています。
記
日時：平成 21 年 5 月 23 日（土） 14：00～16：00
場所：県立広島病院 中央棟 2 階 講堂
演題： 演題「肺機能検査の基礎（仮）」
講師 石堂 正晃 先生 （フクダ電子株式会社 営業技術課
問い合せ先：尾道市民病院

課長）
生理検査室

TEL

島谷

文彦

0848-47-1155（466）

尿沈渣講習会のご案内
広島県臨床検査技師会学術部
形態部門 一般領域
拝啓
春色のなごやかな季節、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。このたび、下記の日程で尿
沈渣研修会を開催いたします。
内容は、尿沈渣標本の作製から、基本的成分の解説まで、基礎的な研修会を計画しています。 皆様
振るってご参加くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
日時 平成 21 年 6 月 13 日（土） 13：00～
場所 広島大学病院 保健学科 10 階 1006 実習室
内容
①尿沈渣標本の作製と定性データ
河野雄一
済生会呉病院
②尿沈渣成分の解説
血球・円柱
山下美香
厚生連廣島総合病院
上皮・異型細胞 金子 英
広島市医師会臨床検査センター
結晶・その他
若松宏子
広島市民病院
疾患症例
石橋 健
広島鉄道病院
（敬称略）
定員
受講料
申込要項

30 名程度 定員になり次第 締め切り
3,000 円
別紙の「講習会申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送にて下記までお申込下さい。
後日、受講票・案内を発送します。締切 5 月 20 日

申込先・問合先

〒737-0821
済生会呉病院

呉市三条 2 丁目 1-13
電話 0823-21-1601
臨床検査室
河野雄一
宛
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（社）広島県臨床検査技師会

形態部門 一般領域

尿沈渣講習会申込書
ふりがな

性 別

生

氏

男・女

T・S

名

年

月
年

月

日
日

勤務先名
〒
勤 務 先

所在地・電話

（

電話

）-

-

内線

会員番号
一般検査
経験年数

○で囲んで
ください

担当業務
１年未満

その他
（

１～３年

）

３年以上
当直時のみ

【通信欄】

以上のとおり申し込みます
氏 名
(下段へは記入しないでください）
受 付

月

日

№
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ｻｲﾝ

生物化学分析部門（臨床化学領域） 研修会のお知らせ
－慢性腎臓病（CKD）と臨床検査－
会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。今回は「慢性腎臓病と臨床検査」です。
下記に内容を提示します。ご多忙とは思いますが、どうかご参加をお願い申し上げます。
（内容）①P/C 比、A/C 比について
②腎障害の発症・進展の機序
③糖尿病性腎症について
④腎疾患の病態、病期と臨床検査
⑤早期腎症の診断基準（糸球体硬化症とそのトピックス）
⑥腎機能検査の新しいマーカー「シスタチンＣ」について

記
日 時：平成 21 年 5 月 30 日（土）
14：00～17：00
場 所：広島大学病院 外来棟 3 階大会議室
TEL（082）257-5543
内 容：
演題１「今話題の CKD を診断するための検査（尿検査と生化学検査）」
講師：斉藤 憲祐
先生（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）
Ｐ/Ｃ、Ａ/Ｃ、尿蛋白、 eGFR の
問題点から今後の検査のありかた」
俊夫
先生（徳島大学病院 腎臓内科）

演題２「やさしい腎機能
講師：土井

共催

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

問い合わせ先 ： ＪＡ吉田総合病院 臨床研究検査科 岩増 良雄
TEL（0826）42-0636

広臨技 メーリングリスト（ML）の紹介
ホームページ委員会

広島県臨床検査技師会の会員が参加できるコミュニケーション
の場が、
「広臨技 ML コミュ」です。
会員相互の情報交換の場として、メーリングリスト（ML）
を運用しています。

E-Mail

webmaster@hiroringi.or.jp

参加申し込みはこちら
http://www.hiroringi.or.jp/ml/
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細胞診研修会のお知らせ
（社）広島県臨床検査技師会
形態部門 病理細胞検査領域
拝啓
陽春の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、病理細胞検査領域細胞診分野では、子宮膣部・頸部をテーマに研修会を下記の通り企画いた
しました。また、13：20～14：00 の間は症例呈示 2 題を鏡検できるように準備しております。ご多忙
中とは存じますが、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。
敬具
記
日時：平成 21 年 5 月 30 日（土） 14 時～17 時
場所：広島大学医学部 第四講義室
内容：
講演：
座長 佐々木 健司
JA 尾道総合病院
14:00～15:10
1．「子宮頸部腫瘍の診断と治療」
講師： 藤原 久也
広島大学大学院産科婦人科学教室 准教授
15:10～16:10
2．｢ベセスダシステムとは ～細胞診 HPV テストの併用をふまえて～」
講師： 岩成 治
島根県立中央病院 産婦人科 部長
症例呈示：
16:20～17:00
1. 岡本 淳子
2. 神田 久美子
助言者（専門医）： 岩成 治

広島市立安佐市民病院
原対協健康管理増進センター
島根県立中央病院 産婦人科 部長
問合せ先： 吉田総合病院 病理検査科
青木 章乃
TEL （0826）42-0636

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。
○変更届出用紙は、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。（届出用紙は日臨技ホームページからも入手できます。
）
○平成 21 年度会費をまだ納入されていない方は、できるだけ早い時期に納入してください。
●退会者は必ず退会届を提出して下さい。
（会費未納入で１年経過すると自動退会となります。
）

【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
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血液領域研修会のお知らせ
～これから血液検査をはじめる方へ～
拝啓
新緑の候、会員の皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。
さて、血液領域では下記の内容で平成 21 年度第 1 回血液研修会を開催します。ご多忙中とは存じま
すが、多数参加下さいますようお願い申し上げます。
敬具
記
日時： 平成 21 年 5 月 23 日(土) 15：00～17：30
会場： 広島鉄道病院 2 階 会議室
内容 1「ＣＢＣデータから読む」
岡田 卓也 技師（広島鉄道病院）
内容 2「ちょっとまって！その結果大丈夫？－ＣＢＣ測定に影響を与える要因―」
松本 淳子 技師（呉共済病院）
内容 3「標本作製から染色まで」
霜津 宏典 技師（ＪＡ広島総合病院）
問い合せ先：県立広島病院 臨床研究検査科
TEL（082）254-1818

渕上

浩美

内線 1326

臨床検査データ標準化委員会報告会

会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。下記のように臨床検査データ標準化
委員会では、
平成 20 年度の報告会を計画しました。ぜひご参加頂き一緒に標準化を推し進めましょう。
記
テーマ ： 平成 20 年度・広臨技臨床検査データ標準化委員会報告会
日 時 ： 平成 21 年 6 月 27 日（土） 13：30～16：00(2 時間 30 分）
場 所 ： 広島大学医学部 第５講義室(広島市南区）
内 容 ：（１）座長
広島大学病院
板羽秀之
（２）講演 ①平成 20 年度広島県内基幹施設・参加施設の標準化事業報告（60 分）
講師 広島大学病院
津川和子
講師 広島大学病院
森本隆行
講師 広島市民病院
兼丸恵子
②広島県内の基準範囲の状況報告(45 分）
講師 吉島病院
室 暢彰
③平成 20 年度・日臨技臨床検査データ標準化事業全国代表者会議報告(45 分）
講師 県立広島病院
新田和雄
問合せ先：県立広島病院 臨床研究検査科 新田和雄
電話 082－254－1818 （内線）1326
※8 月 8 日（土）にも東部地区（福山市）で上記内容の報告会を開催する予定です。
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感染制御部門研修会のお知らせ
会員の皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
感染制御部門では、下記の内容で研修会を開催いたします。ふるってご参加ください。
－記－

日 時： 平成 21 年 7 月 4 日（土）14:00～17:00（13：30 受付開始）
場 所： 広島鉄道病院 2 階 大会議室 （広島市東区二葉の里 3-1-36）
内 容： 「院内感染対策としてのワクチンガイドライン（仮題）」
シスメックス株式会社
学術部
藤村 和正 先生
「ウイルス感染防止対策（仮題）
」
庄原赤十字病院
ICN
山根 啓幸 先生
「小児科領域のウイルス感染症（仮題）
」
広島大学大学院 医歯薬学 総合研究科 小児科学
准教授 佐藤 貴 先生
（※出席の際は、会員証をご持参ください）

第３回アジア医学検査学会（AAMLS）のご案内
日本で初めて開催する第 3 回 AAMLS 学会が間近となりました。
アジアの検査技師が集う国際学会で学び、交流を深めましょう。
会員の皆様の参加を心よりお待ちしております。
参加登録受付中・演題受付中
登録費用：３０，０００円
（第 58 回日本医学検査学会および懇親会費用を含む）
詳細は学会

HP

http//aamls．Jamt．jp/

：2009 年 7 月 30 日から 8 月 1 日まで
：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
：Innovation of Biomedical Laboratory Science from Asia
：小﨑 繁昭（社団法人日本臨床衛生検査技師会長）
：2009 年 7 月 30 日（木）午後 1 時から
：「日本におけるデータ標準化の取り組み」
社団法人日本臨床衛生検査技師会長
小﨑 繁昭
特 別 講 演 Ⅰ：「再生医療における現状と未来」
東京大学理事（同副学長） 浅島
誠 先生
特 別 講 演 Ⅱ：「遺伝子チップの先端技術」
東芝病院研究部長
三代 俊治 先生
シンポジウムⅠ：Innovation of technology
シンポジウムⅡ：Innovation of strategy
学 会 会 期
開 催 場 所
学会テーマ
学 会 長
学 会 式 典
基 調 講 演

後

援（予

定）

厚生労働省、外務省、JICA、JIMTEF

12

無料職業紹介の運用に関するお知らせ
◆登録申込用紙の請求について
現在、広島県臨床検査技師会のホームページ「無料職業紹介所」では、求人、求職登録の申込み用
紙請求の申込みフォームを設置しております。
この申込フォームによる請求方法を 2009 年 4 月より廃止いたします。
今後、求人求職登録をされる方はホームページから申込用紙（ＰＤＦファイル）をダウンロードし
て必要事項を記入後、技師会事務所までＦＡＸまたはメールに添付してお送りください。
また、ホームページからダウンロードが出来ない場合は、下記のアドレスまでメールでご請求くだ
さい。申込み用紙を郵送します。
※ メールには返送先を必ず記入してください
●送り先 syokugyo@hiroringi.or.jp

※尚、事務所では申込者からの電話連絡には応じられませんのであらかじめご了承下さい。
◆求職登録をされる方へ
求職登録をされる方は、登録申込用紙に必ずＥメールアドレス（携帯メール不可）またはＦＡＸ番
号を記入してください。
求職登録者へは、新しい求人情報が入った時点で、随時、ＥメールまたはＦＡＸにてお知らせいた
します。
E メールアドレスも FAX 番号も記入のない方は、記入先の住所に郵送します。
郵送の場合は、月末発送になりますのであらかじめご了承下さい。

（社）広島県臨床検査技師会

渉外法規部

広臨技求人のご案内 （２００９．４．６ 現在）
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

135

平成 20 年 10 月 8 日

診療所

呉市

③パート

１名

MRI・心電図・脳波・頚動脈エコー

138

平成 20 年 11 月 25 日

診療所

広島市南区

③パート

１名

臨床検査

139

平成 20 年 11 月 25 日

病院

福山市

①②③

１名

検査業務

140

平成 20 年 12 月 12 日

診療所

東広島市

③パート

１名

採血、一般検査、生理、超音波補助

141

平成 21 年 1 月 23 日

病院

福山市

①正社員

2名

検査一般業務

147

平成 21 年 3 月 11 日

診療所

広島市中区

①③

１名

超音波

149

平成 21 年 3 月 31 日

診療所

広島市西区

③パート

１名

臨床検査・心電図・脈波・採血

150

平成 21 年 3 月 31 日

診療所

広島市安佐南区

③パート

１名

MRI・ECG・臨床検査・診療介助など

13

随想録
一人暮らし
東広島医療センター

伊藤

美幸

先日、祖母から電話があった。
“寂しくないかね”って。“寂しくないよ”。
即座に答えた自分に少なからず驚いた。実家から離れて一人暮らしをするのは初めてではなかったが、
今回は少し不安だった。海が見たい時には、いつだっていけるというような土地で生まれ育ち、夜も
さほど暗い所もなかった。ところが、ここには猪が出るよ、狸もいるよ、などと脅された。野犬注意
の看板には足がすくんだ。冬に向かう季節に、当地に赴任してきて丸一年が過ぎた。脅しではなかっ
た。猪も狸も出るし、野犬は職場の駐車場にまで生息地を拡大していた。職場から家までの帰路で、
野犬と野犬注意の看板の前で出会ったことは一生忘れないだろう。
不安だらけでスタートした一人暮らしだったが、やっと本当の意味で独り立ちできた気分だった。
学生の頃も一人暮らしをしていたが、全面的には自活出来ていなかった。アルバイトをしながら、親
の仕送りなしでは到底生活出来なかった。しかし、社会人となるとそういうわけにはいかなくなる。
今まで社会人といってもパートで繋いでいた私にとっては、今回の赴任が正職員社会人デビューであ
った。
一人暮らしを本格的に始めていろんな事が見えてきた様な気がする。家族の大切さ、人の温かさ、
友達の大切さなど挙げればきりがないが、遅ればせながら当り前の事に気づけて今回の自活の意味が
より深いものとなった。家族には感謝しきれない思いでいっぱいになる。寂しくないかと聞いた祖母
の一言にも、いろんな思いを感じざるをえない。赴任先でもたくさんの人の温もりを感じることがで
きた。本当にみんなが優しくて、毎日がとても充実している。失敗ばかりの私に、たくさんの先輩達
が温かくフォローしてくれている。感謝の気持ちをいつまでも忘れず、元気に自活を続けることが、
今の私に出来る最大の家族孝行だと思う。
おばあちゃん、私がんばるね。

平成２１年５月

行事予定表

1

木

第１回理事会

広臨技事務所

18：30～20：30

14

木

第１回生涯教育講座 広島地区
「大動脈瘤ステント」

広島市立広島市民病院

18：30～20：00

14

木

呉地区血液研修会

呉医療センター

18：30～20：00

15

金

東部地区施設連絡責任者情報管理研修会

尾道市立市民病院

19：00～21：00

23

土

生理機能検査部門研修会

県立広島病院

14：00～16：00

23

土

血液領域研修会
～これから血液検査をはじめる方へ～

広島鉄道病院 ２階会議室

15：00～17：30

28

木

第１回生涯教育講座 東部地区

広島県民文化センターふくやま

18：45～20：15

30

土

生物化学分析部門研修会

30

土

病理細胞診検査領域研修会

中央棟２階講堂

文化交流室
広島大学病院
広島大学医学部

外来棟
３階大会議室
第四講義室

※ 平成２１年５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。
14

14：00～17：00
13：00～18：00

