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臨床検査データ標準化委員会から標準化事業の現状について

平成 24 年度臨床検査データ標準化事業の
進捗報告・今後の予定

臨床検査データ標準化委員会
委員長 新田和雄

会員の皆様には、臨床検査データ標準化事業にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
平成 24 年度広島県の標準化事業の進捗状況をお知らせします。

Ⅰ．標準化事業の日程
１）6 月 30 日 平成 23 年度標準化事業報告会を広島市で開催しました。
(a)日臨技全国代表者会議報告

(平成 23 年度報告と平成 24 年度事業計画について)

(b)都道府県用精度管理システム説明会報告
(c)広島県内基幹施設・参加施設の標準化事業報告
２）７月 2 日より 広臨技ホームページにて標準化事業への参加募集を開始しました。
速報 No.309 号およびホームページ< http://www.hiroringi.or.jp/mt_std/index.html>に
具体的内容を掲載しています。
締切日の 7 月 31 日現在で、64 施設の参加申し込みがありました。
(昨年度は、49 施設でした)
３）各参加施設への試料発送は、10 月２日（火）を予定しています。
また、市販管理血清、プール血清およびＣＢＣ全血検体の全てを一括発送する計画で準備を
進めています。
４）測定開始日は、10 月 3 日（水）を予定しています。
５）11 月までにデータ集計を行い日臨技へ報告予定です。
６）参加施設へはメーリングリストで速報として報告します。
７）正式な報告書の配布と報告会は平成 25 年に開催予定です。
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Ⅱ．精度保証認証施設について
１）平成 22 年度精度保証認証施設は 21 施設
２）平成 23 年度精度保証認証施設は 8 施設
３）平成 24 年度申請・審議等の日程案
（日臨技から正式発表後、改めて申請についてお知らせします）
(a)認証対象：広島県の施設
(b)広島県申請受付期間（技師会事務所・認証委員会宛）
：平成 24 年 12 月中旬
(c)日臨技理事会審議，承認：平成 25 年 3 月中旬
(d)日臨技認証書発送：平成 25 年 4 月

Ⅲ．日臨技・臨床検査データ標準化事業のまとめ（平成 23 年度の報告書より抜粋）
5 年前にスタートした臨床検査データ標準化事業は、全国の都道府県技師会や関係諸団体の理解や
協力が得られ、継続的に展開し発展してきました。臨床検査データ標準化事業と精度管理調査事業ま
た精度保証施設認証制度は、これらが相互に補完し合うことで真に有用な臨床検査情報の提供と活用
を達成することができます。信頼性が保証された臨床検査データを広域的・継続的に国民に提供して
いくことは、臨床検査に携わる私たちに課せられた終りのない使命です。日臨技の精度保証事業が全
国規模で展開し、地域単位で実践され、組織的に融合し継続することで、臨床検データが国民の疾病
予防や健康増進に役立つものとなります。

日本臨床衛生検査技師会
日本臨床衛生検査技師会

中四国支部医学検査学会（第
中四国支部医学検査学会（第 46
46 回）
回）
メインテーマ
サブテーマ

「変革のとき、原点を見つめて未来へ」
－匠の伝承－

【テーマの趣旨】
高度先進医療が導入され、日々刻々変化している医療のなかで、期待され、信頼される
臨床検査技師となるために各々が今一度原点を見つめて、臨床検査の基盤となる部分を残
し、未来に向けて新たな視点を考えていく機会となることを期待します。
世代を越えて伝えるべき知識・技術があり、また新しい技術もあり、メディカルスタッ
フの一員としてチーム医療への参画と患者とのつながりを意識し、未来に向かって進む力
にしましょう。
■会 期

平成 25 年 11 月９日（土）
、１０日（日）

■会 場

広島国際会議場

■学会長

丹下富士男

■実行委員

実行委員長：藤上良寛

副実行委員長：水野誠士

事務局：足免弘章

経理担当：増原美幸
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広報担当：若林信浩

「ピンクリボン de サンフレッチェ」ボランティア募集
平成 24 年度日臨技国民健康増進委託事業
（がん予防啓発に関する事業）
平成 24 年 9 月 29 日（土）広島ビッグアーチにおいて、平成 24 年度日臨技国民健康増進委託事業
として「ピンクリボンｄｅサンフレッチェ」乳がん予防啓発キャンペーンを開催します。
広島県臨床検査技師会はこのキャンペーンで、広島県民にがん予防に関する正しい知識の普及と早期発見・
早期治療の重要さを PR することにより、臨床検査技師の存在をアピールしたいと考えています。事業内容は実際
に顕微鏡を使って、がん細胞の特徴やがんの発生の仕組みを説明、キャンペーン会場への案内、さらに「がん検
診を受けましょう」のポケットティッシュやパンフレットを配布する予定です。
そこで、キャンペーンのお手伝いをして頂ける会員の方を募集します。お手伝いをして頂ける方は施設名、会員
番号、氏名を記入の上、FAX にてお申し込み下さい。
（ボランティア参加者には交通費及び協力謝礼金を支給します。また弁当を別途支給します。さらにキャンペー
ン終了後、希望者にサンフレッチェ広島 VS サガン鳥栖戦のチケットを差し上げます。）
－

記 －

日時：平成２４年９月２９日（土）９：００～１４：００
場所：広島ビッグアーチ
広島市安佐南区大塚西５－１－１
内容：顕微鏡でのがん細胞の説明、会場案内、がん検診受検啓発品の配布
募集人員：１５名程度
締め切り：平成 24 年 9 月 14 日(金) （定員になり次第締め切ります。)
申し込み先：（一社）広島県臨床検査技師会事務所 FAX(082)502-6031
尚、詳しいことが知りたい方は広島市民病院 田中 Tel(082)221-2291（内 5430）まで問い合わせ下さい。
以上
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

施 設 名

会員番号

氏

名

観戦チケット
希望 ・不要
希望 ・不要
希望 ・不要
希望 ・不要
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第 30 回
【開催日】
【場 所】

広島県医学検査学会（第 3 報）

平成 25 年 3 月 9 日（土）～10 日（日）
City Plaza Sugiya （呉市中央３丁目 8 番 18 号）
TEL（0823）22-2156（代）

【テーマ】 「チーム医療へ臨む」～未来への躍進そして挑戦～
一般演題の募集について
一般演題を募集します。
演題申し込み締め切り：平成 24 年 10 月 19 日（金）
抄録原稿締め切り
：平成 24 年 11 月 16 日（金）
＜申し込み先・原稿送付先・問い合わせ先＞
〒737-8505
広島県 呉市 西中央 2 丁目 3-28
国家公務員共済組合連合会
呉共済病院 検査部

松本 淳子
FAX（0823）25-4752
TEL（0823）22-2111（内線 4306）
Ｅmail：j-matumoto@kure-kyosai.jp

抄録原稿依頼のお願い
１．一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ます。
① 上記メールアドレスにファイルを送付するとともに印刷原稿を FAX します。
② フロッピーディスク（FD）又は CD-R に保存の上、紙原稿と一緒に送付します。
※ ① ②いずれかの手順で送付頂きますようお願いいたします。
２． 抄録作成内容
① 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
④1800 字程度にまとめて下さい。

6行

タイトル
筆頭発表者、連名発表者（所属名）

３． 抄録原稿締め切り

平成 24 年 11 月 16 日（金）必着
４． 送付内容（①か②どちらかを選んで下さい。
）
① Microsoft Word 形式のファイルを上記へメ
ール送付および印刷した抄録原稿を FAX
送信
② 原稿を保存したフロッピーディスク（FD）
又は CD-R および印刷した抄録原稿１枚
（印刷は確認用です。 折り曲げ可）
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2 段組

日臨技

生涯教育制度運用について（日臨技 Web ページより）

日臨技 Web ページ＜http://www.jamt.or.jp/＞の
からアクセスできます。（会員番号、パスワードが必要）

１）履修証明書の発行について
日臨技のホームページに「会員専用」ページができました。
昨年までは、各県の技師会が履修証明書を発行していましたが、今年からこの「会員専用ページ」より
会員自身で「履修証明書」を印刷できるようにシステムが修正されました。
会員専用ページには、会員番号およびパスワードが必要です。
会員個々のパスワードでログインでき、会員登録情報の確認・変更も可能となっています。
また。日臨技主催の行事において「参加証」の印刷も各自が行うことができます。

２）修了証書の発行について
修了証書の発行については、前年度の行事および参加者の登録後に、日臨技から「生涯教育研修制度 修
了証書」を修了者あてに直接送付する運用に変更になっています。
なお、履修証明書および修了証書の印刷に関してご不明な点等がありましたら、日臨技にご連絡をお願
い申し上げます。
（広臨技 事務局）
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研修会のお知らせ
生物化学分析部門臨床化学
免疫領域及び標準化委員会合同研修会

生物化学分析部門
化学・免疫領域合同研修会

日時：平成 24 年 9 月 22 日（土）

日時：平成 24 年 9 月 8 日（土）14 時～

14：00～17：30

場所：県立広島病院緩和ケアセンター2 階研修室

場所：JR 広島病院

■14：00〜

大会議室

■14：00 開会の辞

［１］
「データ報告の信頼性について」

■14：10～15：25（質問 15 分含む）

～ISO 基準をからめて～

演題１：日臨技精度管理の変遷と標準化

バリデードの考え方は？

演者：岡田 元

■15：00〜

所属：安城更生病院 臨床検査技術科

［２］「肝生検の流れと診断」

日本臨床衛生検査技師会

■16:00〜

標準化委員会委員

［３］「B 型肝炎 核酸アナログ製剤について」

社団法人愛知県臨床衛生検査技師会
精度管理事業部 部長

講師の都合により前回お知らせした内容と一部

■15：25～16：40（質問 15 分含む）

異なっております御了承下さい。

演題２：日臨技精度管理試料作製

問い合わせ先：広島大学病院検査部

演者：篠原 克幸

竹下武範 TEL082-257-5555（代）

所属：福岡大学筑紫病院

共催：シスメックス（株）

検査部
■16：50～17：30

血液研修会のお知らせ
～凝固検査～

演題３：国際的な共有基準範囲の動向
演者：松原朱實

日時：平成 24 年 9 月 22 日（土）14：30 から

所属：広島大学病院

会場：広島市立広島市民病院 10 階講堂

診療支援部検査部門

■講演 1「CS シリーズの有用性を活かした凝固線
溶試薬について」
シスメックス株式会社 学術部 塚原通男

【お願い】

■講演 2「ＤＩＣ治療薬リコモジュリン」

研修会・講習会に参加される場合、必ず会員証

旭化成ファーマ株式会社 林 和茂

を提示してください。

■講演 3「抗リン脂質抗体症候群および後天性血友

賛助会員の方は、広臨技発行の「賛助会員

病の概念と検査診断プロセス」

員証」をご提示ください。

山口大学大学院医学系研究科生体情報検査学
野島 順三 先生
共催：シスメックス株式会社
問合せ先：広島市立安佐市民病院 臨床検査部
中島静 TEL（082）815-5211

6

会

北部地区＆組織調査部合同一泊研修会
－ 星を観る会 －
会員の皆様には、お元気でご活躍と思います。恒例の研修会＆交流会「星を観る会」を下記のよう
に開催いたします。
今回は「心電図のポイント＆エコー検査のポイント」基本的なところを症例も交えて「ゆっくり」、
「分かりやすく」講演していただきます。皆さん、共に集い学び交流しましょう。講演後は、バーベ
キューで日ごろの思いを語らいましょう。多くの皆さんの参加をお待ちしています。

記
日時：平成 24 年 9 月 29 日（土）午後 2 時 30 分～9 月 30 日（日）午前 10 時
研修会場：三次市文化会館 ２階研修室（三次市三次町 1691-4 ℡ 0824 63-6335）
内容：「ここだけは押えておきたい心電図とエコー検査」 [２：30～3：30]
－症例から学ぶ読かたと見方のポイント－
尾道市民病院

検査科

島谷 文彦

交流会場：「江の川カヌー公園さくぎ」コテージ

技師

[5：00～10：00]

（三次市作木町香淀 116 ℡ 0824

55-7050）

対象：（一般社団法人）広島県臨床検査技師会会員
参加費：参加形態

Ａ 研修会＋交流会＋宿泊（1 泊 2 食）

5,000 円

参加費：参加形態

Ｂ 研修会＋交流会（宿泊なし）

3,000 円

研修会のみの参加は申し込み必要ありません
定員

：宿泊は 24 名程度

無料

先着順

申し込み締め切り：平成 24 年 9 月 21 日（金）

「雨天決行」

担当：広臨技北部地区・組織調査部
申込・問い合わせ先：吉田総合病院臨床検査科 岩増 良雄
Tel 0826 42-0636

Fax 0826-47-0030

緊急時：090-5377-1615

email：yobkensa@poppy.ocn.ne.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一泊研修会＆星を観る会参加申し込み書（参加受付後に詳細案内を送付します）
施設名

会員番号

氏名
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性別

参加形態 何れか○
A

・

B

A

・

B

A

・

B

A

・

B

A

・

B

■ 求人のご案内（平成 24 年 8 月 14 日現在）
URL: http://www.hiroringi.or.jp/syokugyo/menu1.html
受付
No
221

受付日

施設形態

7 月 27 日

病院

尾道市

正社員

採用
人数
1名

220

7月3日

病院

広島市中区

臨時職員

1名

生化学・免疫検査

217

6 月 13 日

病院

広島市西区

臨時職員

1名

臨床検査業務

216

6月4日

病院

安芸高田市

臨時職員

１名

臨床検査業務

215

5 月 29 日

検査センター

福山市

正社員

2名

検体検査

所在地区

雇用形態

募集業務内容
臨床検査

■平成 24・25 年度 一般社団法人 広島県臨床検査技師会 学術部門員（再掲載）
【一般検査領域】
部門

形
態
検
査
部
門

領 域
一般検査

役務 氏 名
○ 佐々木 彩
本田 太一
山下 美香
荒瀬 美幸
石田 美苗
勝丸 麻子
桑原 由圭
石橋
健
中原 幸子
河野 雄一

所 属
KKR呉共済病院
済生会広島病院
厚生連廣島総合病院
厚生連廣島総合病院
広島市立広島市民病院
広島大学病院
広島市医師会臨床検査センター
庄原赤十字病院
片岡内科クリニック
済生会呉病院

速報 No.310 に掲載した「平成 24・15 年度学術部門員名簿」に誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。

■広報部よりお知らせ
広報部では、会員のみなさまへ広島県臨床検査技師会の活動、臨床検査に関する情報などを「速報」
にてお知らせしています。
広島県臨床検査技師会の広報活動に関するご意見、ご提案等も受け付けておりますので、お気軽に
下記メールにてお送りください。
また、広報部への原稿送付も下記のメールアドレスへお願い申し上げます。
速報原稿の送付などにご利用ください。ファイル添付可能です。
（上限容量 １０MB まで）

広臨技 広報部あて専用 E-Mail ＜ koho@hiroringi.or.jp ＞
※ モバイル端末からのメール送信も可能です。
（ただし、ファイルを添付して送信はできません。）
←

OR コードを読み取ってモバイルサイトへ
アクセスしてください。

※次号速報の原稿〆切りは、9 月 7 日です。

8

