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第 28 回広島県医学検査学会（第 2 報）
【開催日】平成 23 年 3 月 5 日（土）～6 日（日）
【場 所】三次ロイヤルホテル（三次市 十日市東 6 丁目 13-25）℡（0824）62-5161
【テーマ】
「臨床検査の明日を考える」
【内 容】①シンポジウム「臨床検査技師の明日への役割」
②一般演題 ③一般公開講座 ④特別講演

第 28 回広島県医学検査学会一般演題の募集について
演題申し込み締め切り日：平成 22 年 10 月 22 日（金）
抄録原稿締め切り日
：平成 22 年 11 月 19 日（金）
＜申し込み先・原稿送付先・問い合わせ先＞
〒731-0595 広島県 安芸高田市 吉田町 3666
厚生連吉田総合病院 臨床研究検査科
岩増 良雄
FAX（0826）47-0030
TEL（0826）42-0636 （内線 3210）
Ｅmail：yoshida_kennsa@yahoo.co.jp

第 28 回広島県医学検査学会抄録原稿依頼のお願い
第 28 回広島県医学検査学会における一般演題の発表抄録作成について、下記の要領にて抄録を
作成し、①上記アドレスにファイルを送付するとともに印刷原稿を下記へ FAX するか、または
②フロッピーディスク又は CD-R に保存の上、紙原稿と一緒に送付して頂きますようお願いいた
します。
1． 抄録作成内容
①用紙サイズ A4 余白は上下 25mm 左右 20mm
②タイトルは MS 明朝 14 ポイント
③施設、氏名本文は MS 明朝 10.5 ポイントで作成して下さい。
タイトル
④1800 字程度にまとめて下さい。
6行
筆頭執筆者・連名執筆者・所属
2． 抄録原稿締め切り
平成 22 年 11 月 19 日（金）必着
3． 送付内容（①か②どちらかを選んで下さい。）
①印刷した抄録原稿を上記へ FAX
2 段組
ファイル（オフィスワード）を上記へメール
②印刷した抄録原稿１枚（確認用です。折り曲げ可）
原稿を保存したフロッピーディスク 又は CD-R
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病理細胞領域研修会のお知らせ
平成 22 年度

細胞診初心者講習会

拝啓
初秋の候 会員の皆様方にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、今年も、細胞検査士資格認定試験が近づいてまいりました。
病理細胞検査領域・細胞診部門では、下記の要項にてｽﾗｲﾄﾞ試験方式で直前講習会を開催致します。
認定試験を受験される方、初心者の方から中級者の方、また細胞診に興味のある方まで自由に参加
していただけますので、ご多用中とは存じますが、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 22 年 10 月 3 日（日）
場所： 広島大学病院
入院棟 2 階
内容： 10:00～10:10 試験概要
10:10～11:10 婦人科
11:10～12:10 呼吸器
12:10～13:00 休憩
13:00～14:00 乳腺・甲状腺
14:00～14:30 消化器
14:30～14:45 休憩
14:45～15:15 体腔液
15:15～16:15 泌尿器・その他

10：00～16：30
カンファレンスルーム 2
入口 千春
本永病院
桒田 浩子
福山市医師会診断病理学センター
松本 真平
市立三次中央病院
信本 麻衣
金子 英
田中 広美
道中 孝典
光清 由美子

呉共済病院
広島市医師会臨床検査センター
広島市医師会臨床検査センター
中国労災病院
福山医療センター

問合せ先：呉医療センター・中国がんセンター 病理診断科
西村 俊直
TEL(0823)22-3111 （内線 2631）

生物化学分析部門研修会のお知らせ
－もっと臨床を理解するために－
拝啓
会員の皆様にはお元気でご活躍と思います。第 2 回生物化学分析部門（臨床化学、免疫血清）研
修会を開催いたします。
①放射線技師が教える画像の見方、基礎編を聞いてみよう、ワンポイントアドバイス。
②これで解る腎疾患と検査データを聞いてみよう、臨床医の解りやすい解説。
以上の内容です。多くの皆さんのご参加をお願い申し上げます。
敬具
記
日時：平成 22 年 10 月 23 日（土） 14 時～17 時まで
会場：県立広島病院 緩和ケア支援センター 2 階会議室
TEL 082‐254‐1818
内容：講演 1「放射線技師が教える X 線・CT・MRI 画像の見方（基礎編）」
－知って得するワンポイントアドバイス－
ＪＡ広島総合病院 放射線科 主任
本山 貴志
先生
講演 2「検査値からみる慢性腎臓病（CDK）診療の実際」
広島市立広島市民病院 人工腎臓センター 主任部長
山崎 康司
先生
問合わせ先：独立行政法人国立病院機構 賀茂医療センター
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三好 容

TEL 082-382-3000

第 1 回臨床検査技師臨地(臨床)実習指導者教育研修会
生涯教育研修：基礎

30 点

臨床検査技師臨地(臨床)実習指導者教育研修

テ

ー

マ

臨地実習指導者が技術者として適切な指導を行うための知識・能力の習得及び分科会に
おける討議を基にした実習指導ガイドラインの作成を目標とする

会

期

会

場

平成 22 年 12 月 4 日（土）・5 日（日）
セミナーハウスクロスウェーブ府中

第一日

内

容

〒 183-0044 東京都府中市日鋼町 1-14
TEL 042-340-4800
12：30～12：55 受付
13：00～13：20 開講式・オリエンテーション
13：20～14：20 「日臨技の教育プログラムの概要」
日本臨床衛生検査技師会教育研修部 米坂
14：30～15：30 「学生との関わり方－全入時代の学生教育を考える」
日本臨床検査学教育協議会 三村
15：40～16：40「日本技術者教育認定機構(JABEE)による教育認定」
日本技術者教育認定機構 青島
17：00～18：00「実習時における医療事故例と指導者の責任」
東京大学医学部附属病院検査部 横田
18：00～19：00 ＝夕食＝
19：00～20：00 「教育効果のある臨地(臨床)実習計画の立て方」
山陽女子短期大学 谷口
20：00～21：00 分科会 1・2・3

第二日

200 名(先着)

参 加 資 格

社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会員

受

20,000 円（参加費 10,000 円・宿泊費 10,000 円）

料

申 込 〆 切
申 込 要 領

申

込

先

邦裕
泰之
浩充

薫

9：00～14：30 分科会 1 化学系臨床検査実習における実習指導計画の作成
分科会 2 形態系臨床検査実習における実習指導計画の作成
分科会 3 生理系臨床検査実習における実習指導計画の作成
12：00～13：00 ＝昼食＝
14：40～15：40 各分科会の発表会・総括
15：40～16：00 閉講式

募 集 人 員

講

知昭

平成 22 年 10 月 25 日(月)(先着順で定員になり次第締切り)
「研修会申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送または FAX で下記までお申込みく
ださい。後日、研修会のご案内をお送りします。
〒143-0016 東京都大田区大森北 4-10-7 (社)日本臨床衛生検査技師会事務局
生涯教育研修委員会

TEL 03-3768-4722

FAX 03-3768-6722

備

考

申込者には、後日詳細な案内を送付します。

宿

泊

セミナーハウスクロスウェーブ府中(参加者の全員の宿泊を手配します)

主

催

社団法人 日本臨床衛生検査技師会

※ 従来、医療研修推進財団が実施していた「臨床検査技師実習施設指導者等養成講習会」が本年度より（社）
日本臨床衛生検査技師会により独自に開催されます。臨地研修会の申込み等は、http://www.jamt.or.jp/
でご確認下さい。
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重要

《

事務局からのお知らせ

１

》

事務所購入維持協力金の返金がまだお済みでない会員の皆様へ
平素は広臨技事業にご協力いただき誠にありがとうございます。
事務所購入維持協力金の返金がまだお済みでない会員皆様には、10 月以降順次各個人宛に
案内を送付します。口座への振込みにての返金となりますので、案内が届き次第速やかな
手続きをお願いします。皆様のご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

重要

《

事務局からのお知らせ

2

》

「日臨技年会費口座振替」の手続きはお済みですか？
来年度（平成 23 年度）から日臨技の年会費は口座自動振替になります。これに伴い
臨床検査技師賠償責任保険に全会員加入、保険料は日臨技負担となります。
8 月末から９月初めに会員の皆様に日臨技から黄色い封筒が届いていると思います。
熟読の上、速やかな手続きをお願いします。
★既に賠償責任保険の保険料を口座振替にしている方も登録用紙の提出が必要です。
★『会報 JAMT（医学検査第 59 巻第 9 号付録）も合わせてお読みください』

締め切りは 10 月 15 日です。まだの方は急いでお手続きを！！

「子宮頸がん予防ワクチン接種全額公費助成署名活動」

8，020名の署名が集まる
「子宮頸がん予防ワクチン接種全額公費助成署名活動」について皆様から8,020名の署名が
集まりました。
わずか2週間という短期間にも関わらず、署名活動にご協力を頂きありがとうございました。
改めて技師会会員の皆様に感謝いたします。
9月13日に（社）日本臨床衛生検査技師会に署名用紙を提出したことをご報告致します。

＜ご協力ありがとうございました＞
広臨技求人のご案内 （2010．9．17 現在）

受付
No
176
177
178
179
180

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。
採用
受付日
施設形態
所在地区
雇用形態
募集業務内容
人数
平成 22 年 7 月 16 日 検査センター
1名
福山市
③パート
検体検査（血液・一般）
平成 22 年 8 月 11 日
1名
病院
広島市安佐北区 ②臨時職員
検体検査
平成 22 年 8 月 11 日
若干名
病院
広島市佐伯区
①正社員
臨床検査業務全般
平成 22 年 8 月 20 日
1名
病院
三次市
②臨時職員
臨床検査業務
平成 22 年 9 月 16 日
1名
その他
広島市中区
③パート
MRI・人間ドック・放射線業務助手
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『初めてのマツダスタジアム』

JA 広島総合病院

「観戦」と聞いたとき、みなさんは何を連想
されますか？多くの方は「冷えたビールを飲
みながらのカープ観戦は最高だね」といった
感じでカープ観戦を思い浮かべるのではない
でしょうか？しかし、小学生のころからサッ
カーをしてきた私にとっては、観戦＝カープ
ではなく（一部の方から非難を浴びるかもし
れませんが…）、観戦＝サンフレッチェであり、
なかなか野球を観に行く機会はありませんで
した。しかし先日、小学生以来となる野球観
戦に行きました。記憶にも新しい９月４日の
土曜日、じりじりと照りつける太陽の下、人
生初の、そして念願の MAZDA ZOOM ZOOM
スタジアムに行ってまいりました！その日は、
広島県臨床検査技師会の懇親会である「野球
レク」があり、そちらに参加させていただき、
県内の技師や業者の方々とおいしいビールを
飲みながらカープ観戦を楽しませていただき
ました。去年から行われている行事だそうで
すが、去年はあいにくの雨だったそうで、野
球観戦の後に行われる食事会のみにとどまっ
てしまったそうです。ともかく、今年は晴れ
てよかったと思いました。
初めてのマツダスタジアムは、球場に向か
う広島駅から始まっていました。大学で県外
に出ていた私は、カープ観戦がある日の広島
駅の変化を、話では聞いていましたが、始め
て自分の目で見ました。私は、その活気と人
の多さに少々戸惑いを感じながらも、試合前
のワクワクを感じ、そして滝のような汗をか
きながらマツダスタジアムまで向かいました。
スタジアムではお店の多さ、そして何より値
段の高さが気になりました。この値段の高さ

臨床研究検査科
丸山 恭平

が気にならなくなるのはいつになることかと、
先輩におごっていただいたビールをすすりな
がら思いました。
試合の方は初観戦にふさわしい、記憶に残
る試合でした。一回表、阪神の攻撃、広島の
ピッチャーはジオ。内容は『死球→死球→四
球→2 点タイムリー→併殺→四球→死球→三
振』と早くも負けのにおいを漂わせる内容で
した。とても長い 20 分で、すぐ左に座ってい
た熱狂的な阪神ファンの声援を聞きながら、
サッカーとの違いを色々と考えていました。
サッカーでは観客はホームとアウェイで空間
的に完全に分かれて座ります。分かれていて
も数年前に観客同士の暴力事件があったぐら
いですから（サンフレッチェではないので安
心してください）、とても違和感を感じました。
他にも…と、サッカー好きの私にとってはど
うしてもサッカーと比較しないではいられず
…、一方で純粋に野球を観戦し、とても楽し
い時間を過ごすことができました。試合の結
果は、８－３で見事カープの逆転勝ちでした。
MVP は栗原選手でしたが、野球素人の私にと
っては、外国人らしい投球フォームから繰り
出さされた連続デッドボール、打率約 7 分か
ら繰り出された同店 2 点タイムリー、初回に
敗戦ムードを漂わせながらも、最終的には逆
転勝利するという演出をした、ピッチャーの
ジオが MVP でした（＾－＾）
観戦後の食事会もいろいろな方と話すこと
ができ、非常に楽しい 1 日を過ごすことがで
きました。来年はみなさんもぜひ参加してみ
てはいかがでしょうか？

懇親会には、顧問の中本隆志氏(県議会議員)（写真中央）
も駆けつけて下さいました。（ジャンケン大会中）

思わず立ちあがっての応援！！
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随想録
『心躍る瞬間こそ動力源』
呉医療センター中国がんセンター

病理診断科
田中美帆

“ハーモニー（調和）”ある空間に居たいと常々思う。
歌や音楽で使われるハーモニーという言葉。私の身近なハーモニーある空間といえば、趣味の
“合唱”の場である。「金にもならないのに何が楽しくて合唱をやっているのか」とよく聞かれ
る。私はこの質問を受けると何とも言えない空虚感に襲われる。私はその質問に「自分探し」だ
と答えたい。
合唱音楽が日本にきたのは約 400 年前のフランシスコ・ザビエル来航の時である。キリスト教
信仰を伝えると共に、聖歌を歌うことをひろめた。それから瞬く間に日本各地で宗教音楽が歌わ
れるようになったと言われている。日本人は、外来の文化に関心を持ちそれを取り入れ、それか
らまた自分たちの新しい文化を創り上げることを得意とする。外国に行って初めて日本の良さに
気付いたこと、現在の自分の生活や生き方について振り返ったことは一度か二度、誰にでもある
のではないでしょうか。異質の文化に触れるということは、新しい発見があると同時に初めて本
当の自分を知るということでもある。もちろん、日本の伝統音楽の旋律の美しさは誇るべきもの
である。しかし、それで満足してはいけない。次のステップに進むための貪欲さも時に必要だ。
日本の音楽に幅や深みを一層もたすためには、外国音楽の表現の豊かさを体験し、それを表現す
るためのからだ（楽器）作りをしないといけない。何においても基盤となるもの（からだ）がし
っかりしていないと良い仕事（音色）につながらないものだ。
合唱は私にとって心が躍る瞬間を実感できる場所でもある。美しいハーモニーに包まれる瞬間
は何とも言えない。音の重なり合う時間はたった一瞬。その瞬間の芸術は写真にはおさめられな
い。合唱は旋律に歌詞が加わり歌うメンバーが違えば音色も異なる。そこがまた良い。毎週末合
唱三昧な私だが、合唱あっての私である。病理診断科の奏でるハーモニーも魅力的ですよ☆

平成 22 年 10 月

行事予定表
14：00～17：00

2

土

血液研修会

2

土

感染制御部門研修会

3

日

平成 22 年度 細胞診初心者講習会

6

水

常務理事会

14

木

呉地区輸血談話会

21

木

東部地区生理研修会

23

土

生物化学分析部門研修会

23

土

東部地区形態部門一般検査領域研修会

24

日

平成 22 年度日臨技国民健康増進委託事業
「ピンクリボンｄｅサンフレッチェ」

広島ビッグアーチ

28

木

呉地区研修会

呉市医師会病院検査センター
3 階 カンファレンスルーム

18：30～20：00

31

日

第 163 回東部地区病理・細胞診
合同研修会

福山医療センター

13：30～17：00

健康科学館
広島大学病院 医学部
第 2 講義室
広島大学病院 入院棟 2 階
カンファレンスルーム 2
広臨技事務所
呉共済病院
南館 2 階第一会議室
尾道市立市民病院
県立広島病院
緩和ケア
支援センター2 階会議室
福山市医師会
臨床検査センター

15：00～18：00
10：00～16：30
18：30～20：30
18：30～20：00
18：30～20：00
14：00～17：00
15：00～17：00
9：00～14：30

※ 平成 22 年 10 月の行事予定詳細は、広臨技行事予定表およびホームページでご確認下さい。
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