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秋は学会・研修会へ行こう！

■学会事前参加登録の
期間が延長・・・
【登録期間】
平成 24 年 10 月 18 日まで
【入金〆切り】
平成 24 年 10 月 22 日まで
【特典】
ランチョンセミナー優待
特典があります。
※申込みは
ホームページから･･･

■■ 講演 ■■
 教育講演
「検診における臨床検査の意義」
小出 典男
（岡山大学大学院医歯薬学
総合研究科 名誉教授）
 特別講演１
「漁業革命への果てしなき挑戦！
＜好適環境水が拓く未来の養殖＞」
山本 俊政（岡山理科大学工学部
バイオ・応用化学科 准教授）
 特別講演２
「足と靴と健康」
鹿嶋 了介（橋本義肢製作株式会社
靴工房 グラート 義肢装具士）
 市民公開講演
「トップアスリートとは」
宮本 和知
（元読売巨人軍・
スポーツキャスター）
http://www.convention-w.jp/aomt45/index.html
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ける学生教育、企業・病院が求める学生像と新人
技師育成のための教育プログラムについて
基調講演では自己啓発の一つとして、社会人の学
位取得について紹介
 形態検査部門 病理・細胞診検査
「遺伝子治療と病理」
摘出された病理標本から遺伝子治療に向け何を
検索し、治療にどのように役立っているかを臓器
別に講演
 生理機能検査部門
「患者様に学ぶ生理機能検査『痛み』
～超音波検査から見た病態の真髄を探る」
第一線で活躍中の医師、技師に“痛み”を伴う
疾患に対しての検査ポイントとピットフォールな
どに関して
 生物化学分析部門 免疫血清検査
「免疫反応を理解する
～免疫反応の基礎から現状まで～」
免疫反応の基礎、各測定機器の特徴、利点、欠
点、今後の改善点、機種間差の現状について
 輸血検査部門
「輸血検査の報告・連絡・相談
～臨床ニーズに対するコミュニケーション手法を
考える～」
特殊な血液型や合わない交差適合試験の結果報
告、さらに、血液製剤不足時の連絡、手順を変更
する際の相談など…様々な事例を通して、主に輸
血専任医師がいない施設での臨床とのやり取りを
考える
 形態検査部門 血液検査
「血液検査室からの情報発信」
日々の検査から得られる様々な検査データおよ
び所見から次のステップへの検査や診断および治
療に生かす臨床支援を行う上で、実際に行なわれ
ている各施設における検査室の取り組みを発表
血液検査に携わる臨床検査技師が“人間力・技
術力”をどのように生かし，臨床との関わりを深
めていくかを考える。
 検査総合管理部門
「磨く」
技術力をベースにしてバランスよく人間力を磨
く（研鑚？）ことの大切さをディスカッション
 形態検査部門
技師力全開！
「これ何なら？わたしが気づいた小さな疑問」
日常検査や日当直で出くわした、
「これ何だろ
う？」
「これどうしてだろう？」という小さな疑問
を解決するために、どのようにアプローチして解
決したか経過を発表

中四国支部医学検査学会（岡山）

主なプログラム
http://www.convention-w.jp/aomt45/prog.html
■テクニカルスキルアップ
 テクニカルスキルアップ講座１
プロフェッショナルな技師に肺機能検査に対する
波形、数値の読み方、考え方などの講演
 テクニカルスキルアップ講座２
プロフェッショナルな技師に神経伝導速度検査に
対する波形、数値の読み方、考え方などの講演
 テクニカルスキルアップ講座 実技講習会
肺機能検査、神経伝導速度検査の 2 検査について
の実技講習会を開催
募集人数は、各検査とも先着 30 名（5 人/台、6 台分）
申し込みはメールのみ

■セミナー・展示
 超音波検査ハンズオンセミナー
プロフェッショナルな技師による下肢動脈（血
圧脈波含む）、下肢静脈、関節に対する超音波検査
の画像の読み方、考え方、及び基本アプローチと
テクニック（コツ）
 参加型パネル展示 輸血検査部門
《血液型コーヒーブレーク》
１．日常生活で見かける血液型記入欄を考えよう
２．テレビドラマ・小説・マンガに登場した珍し
い血液型
３．血液型占いは本当に当たる？
 日臨技データ標準化・精度保証セミナー
■シンポジウム
 生物化学分析部門 生化学検査
「見つめ直そう精度管理」
臨床検査値の標準化さらに共有化に向け、各地
域における精度管理の現状を見つめ直すことを目
的に、各県における標準化の現状を報告、その有
効性と今後の課題について討議し、one stop
testing 実現のための情報提供の場へ
 微生物部門
「総合力で挑む敗血症」
感染制御や臨床へのコンサルテーションにおい
て活躍できる臨床検査技師を目指すべく、感染症
の中でも最も重要な敗血症を、微生物検査以外の
感染症関連検査も含めて多面的（総合的）にとら
え、それらの臨床的意義を深く理解するとともに、
重症感染症のさまざまな場面でどのように生かさ
れているかをディスカッション
 教育部門
「これからの技師教育
～人を育て、自分を育てる～」
教育部門では、「これからの技師教育」～人を育
て、自分を育てる～というテーマで教育機関にお

■中四国学会（岡山）抄録送付について
抄録は 10 月初旬に会員個々へ送付されます。
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日臨技認定センター資格情報

日臨技主催研修会案内

http://www.jamt.or.jp/studysession/center/index.html

http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/index.html

■認定一般検査技師資格更新のための
日臨技認定センター主催研修会予定
タイトル：平成 24 年度認定一般検査技師研修会
開催日程：平成 24 年 11 月 23 日（金）
開催場所：平成 24 年 11 月 23 日（金）
～24 日（土）
（2 日間開催）
岩手医科大学循環器センター ９階
第２講義室、８階第３研修室
〒020-8505 岩手県盛岡市内丸 19-1
内容：平成 24 年度
認定一般検査技師研修会プログラム
募集人員：80 名（定員になり次第締切）
参加資格：日臨技会員
受講料：7,000 円
締切：平成 24 年 11 月 11 日（火）

■平成２４年度 日臨技全国研修会
「医療安全管理研修会」
開催日程：平成 24 年 11 月 10 日（土）
開催場所： TKP ガーデンシティ博多
福岡市博多区博多駅前 3 丁目 4 番 8 号
サットンホテル博多シティ内 5 階
内容 ：医療安全管理者としての
臨床検査技師の役割
募集人員：200 名
参加資格：日臨技会員（優先）
受講料会員：無料（但し資料代 3,000 円程度）
非会員 13,000 円（資料代を含む）
締切 ：平成 24 年 10 月 31 日（水）
申し込み ：申込書ダウンロードして
申込みください。
■平成２４年度 日臨技全国研修会
「臨床検査技師臨地実習指導者研修会」
（第 3 回）
開催日程：平成２４年１２月１日（土）
～２日（日） ２日間開催
開催場所・開催日：12 月 1 日～2 日（2 日間）
広島市まちづくり市民交流プラザ
広島市中区袋町 6 番 36 号
内容：有意義な臨地実習とするための指導者の
役割と指導ポイント
募集人員： 80 名
参加資格： 日臨技会員（優先）
受講料会員：無料（但し資料代 10,000 円）
非会員：20,000 円（資料代含む）
締切 ：平成 24 年 11 月 5 日（月）
申し込み ：申込書ダウンロードして
申込みください。

■認定一般検査技師資格更新のための
日臨技承認 指定講習会開催予定
タイトル：岐阜県臨床検査技師会
「第１０回スキルアップ講習会一般検査部門」
開催日程：平成２４年１０月２７日（土）
～２８日（日）２日間開催
開催場所：岐阜大学医学部
内容：
「ルチンのデータを評価される
臨床検査情報とするリテラシーを身につける」
詳細は、岐阜県臨床検査技師会までお問い合わ
せ下さい。
URL

http://giringi2.dip.jp/~giringi1/index.html

■認定心電検査技師資格更新のための
日臨技認定センター主催研修会予定
タイトル：平成２４年度
臨床心電検査技師セミナー 研修会
開催日程：平成 24 年 10 月 27 日（土）
開催場所：帝京大学棟本館 ２階 ２０８号室
東京都板橋区加賀２－１１－１
内容：専門医から学ぶ不整脈の臨床「小児・成
人」・不整脈診療に関わる認定心電技師の役割
募集人員：１５０名
参加資格：日臨技会員
受講料：４，０００円
締切：平成２４年１０月２２日（月）
但し定員になり次第締め切ります。

■平成２４年度 日臨技全国研修会
「臨床検査部門管理者研修会」
開催日程：平成 25 年 2 月 2 日（土）
開催場所：和歌山ビック愛 大ホール
和歌山市手平 2 丁目 1－2
内容 ：臨床検査部門の管理・運営のための
指導者の役割と指導ポイント
募集人員：200 名
参加資格：日臨技会員（優先）
受講料会員：無料（但し資料代 3,000 円程度）
非会員：13,000 円（資料代含む）

URL
http://www.jamt.or.jp/studysession/center/
index.html
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■第 19 回 琵琶湖セミナー
（自動呼吸機能検査研修会）
主催団体：自動呼吸機能検査研究会
テーマ：呼吸機能検査における基礎
会期：平成 24 年 12 月 8 日（土）
午前 9 時 ～9 日（日）13 時まで
会場 ：「ホテルラフォ－レ琵琶湖」
滋賀県守山市今浜町十軒家 2876
TEL 077-585-3811
募集人数：100 名
受講料
：20,000 円
（宿泊，受講料を含む)：個室の場合別料金
：13,000 円
（宿泊なし，夕食代含む，受講料を含む）
： 8,000 円
（宿泊なし，夕食なし，受講料を含む）
： 4,000 円
（医師・看護師コース、2 日目のみ）
申込締切日： 平成 24 年 11 月 16 日（金）
但し、定員になり次第締め切ります。

関連団体-講習会・研修会情報
■第 29 回日本心電学会学術集会 教育講座
主催：団体 特定非営利活動法人 日本心電学会
開催日程： 平成 24 年 10 月 12 日（金）
～13 日（土）
開催場所： 幕張メッセ国際会議場
千葉市美浜区中瀬 2-1
内容 ：
教育講座Ⅰ 知りたい”そこをきちっと解説
教育講座Ⅱ コメディカルに伝えたい
心電図判読のコツ
（事前申し込みが必要です。）
募集人員： 150 名（各講座・先着順・登録制）
受講料：3000 円
締切 ：定員になり次第締切
http://www.jse.or.jp/seminar_01.html
■『超音波スクリーニング研修講演会 2012 有明』
のご案内
主催 ：特定非営利活動法人
超音波スクリーニングネットワーク
理事長：竹原 靖明
会期：平成 24 年 12 月 8 日（土）
午前 9 時 25 分～午後 5 時 00 分
＊開場・受付開始：8 時 30 分から
会場：TFT ホール 1000
（東京ファッションタウンビル西館）
東京都江東区有明 3‐4‐8
＊埼京線・りんかい線『国際展示場』駅より
徒歩 5 分
＊ ゆりかもめ『国際展示場正面』駅より
徒歩 1 分
参加費：5,000 円） 事前登録不要

http://www.jamt.or.jp/studysession/relation/
asset/pdf/h24.12.8.pdf

■第 30 回 日本染色体遺伝子検査学会総会・
学術集会
主催 ：日本染色体遺伝子検査学会
テーマ：「染色体・遺伝子検査の臨床応用」
開催日：2012 年 11 月 10 日（土）
会場 ：キャンパス・イノベーションセンター
東京 国際会議室
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-3-6
TEL 03-5440-9020
大会長：中澤 温子
（独立行政法人 国立成育医療研究センター
病理診断部 部長）
副大会長：奥山 虎之
（独立行政法人 国立成育医療研究センター
臨床検査部 部長）
副大会長：松野 一彦
（北海道大学病院検査・輸血部 ）
会費：6000 円

http://www.jamt.or.jp/studysession/relation/
asset/pdf/h24.1208.pdf

■ 第 1 回検査機関（ISO／IEC17020）のための
内部監査員養成セミナー
運営主体：JAB 試験所協議会（JABLAS）
実施日：2012 年 10 月 16 日（火）
・17 日（水）
初日：10：00～18：00（受付 9：45～）
2 日目：9：30～17：30
受講費会員：￥31,500（税込）／1 名・2 日
非会員：￥63,000（税込）／1 名・2 日
会場：公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）
東京都品川東五反田 1-22-1 五反田 AN ビル 3F
五反田駅より徒歩 5 分
詳細地図は JAB ウェブサイトをご覧下さい。

http://www.jamt.or.jp/studysession/relation/asse
t/pdf/h24.11.10.pdf

http://www.jamt.or.jp/studysession/relation/asse
t/pdf/h24.1016_17.pdf

申込方法： http://jablas.jp/
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第 30 回

広島県医学検査学会のご案内（第４報）

【開催日】平成 25 年 3 月 9 日（土）～10 日（日）
【場 所】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～
学会プログラム準備中
1.開催地区要望企画（海外発表体験談）
「チャレンジ～踏みだそう、その一歩～」
演者：田中美帆先生（呉医療センター）
中川浩美先生（呉共済病院）
2.シンポジウム 「院内感染対策」
「ICD の立場から」
呉医療センター 外科医師 富永春海先生
「ICN の立場から」
呉医療センター 看護師 下高美和先生
「ICPH の立場から」
済生会広島病院 薬剤師 池本雅章先生

「ICMT の立場から」
中国労災病院 臨床検査技師 小濱邦彦先生
3.一般演題（15 題予定）
4.ランチョンセミナー（２題）
5.韓国技師講演（タイトル未定）
6.一般公開講座
「不眠は万病のもと，良眠こそ健康のもと
－何はなくともまず睡眠！－」
広島大学病院 総合内科・総合診療科 准教授
佐伯 俊成先生

一般演題の募集
6行

演題申し込み：平成 24 年 10 月 19 日（金）まで
抄録原稿
：平成 24 年 11 月 16 日（金）まで
＜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

タイトル
筆頭発表者、連名発表者（所属名）

2 段組

<< 一般演題の発表抄録 >>

抄録原稿依頼のお願い
１．下記の要領にて発表抄録を作成します。
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。
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）

■平成 24 年度中四国支部医学検査学会（第 45 回）抄録集に関するお知らせ
平成 24 年 11 月 3・4 日に開催されます、平成 24 年度（第 45 回）日本臨床検査技師会
中四国支部 医学検査学会抄録集は、10 月初旬に会員個人あてに発送されます。
なお、9 月 1 日以後に入会された方には、抄録集は発送されませんのでご了承ください。
（事務局）
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研修会のお知らせ
平成 2４年度 初心者講習会

生理機能検査部門研修会のお知らせ

（細胞検査士資格認定試験直前講習会）

「腹部エコー（基礎）」

■日時：平成 24 年 10 月 7 日（日）
10：00～17：00
■場所： 広島大学病院
医学部第四講義室
■内容： 10:00～10:10
試験概要
河野 雄一（済生会呉病院）
10:10～婦人科
杉山佳代（JA 広島厚生連尾道総合病院）
11:10～呼吸器
宍戸 優（東広島医療センター）
13:10～乳腺・甲状腺
栗田佑希（広島大学病院）
14:10～体腔液
室 征芳（福山臨床検査センター）
15:10～消化器
西村俊直（呉医療センター）
15:50～泌尿器・その他
江村知恵里（福山市民病院）
■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

■日時：平成 24 年 10 月 20 日（土）
14：00～16：00
■場所：広島市立広島市民病院 10 階 講義室
■演題：演題 1「腹部エコーの基礎」
講師 箕岡 博 技師
（市立三次中央病院）
演題 2「腹部エコー（ハンズオン）
」
講師 超音波検査士
■お問い合わせ先
尾道市民病院 生理検査室 島谷文彦
0848-47-1155（466）

移植検査部門輸血検査研修会のご案内
輸血学に必要な基礎知識
■日時：平成 24 年 10 月 20 日（土）
15:00～17:00
■場所：県立広島病院 新東棟
（緩和ケア病棟）2 階 総合研修室
■内容
抗原抗体反応の基礎と反応増強剤使用のポイント
オーソ・クリニカル・
ダイアグノスティックス株式会社
イムノヘマトロジー推進部
天満一宏 先生
■問い合せ先：広島市立安佐市民病院
吉森雅弘
TEL(082)815-5211

（社）広島県臨床検査技師会病理細胞検査領域
日本細胞診断学推進協会細胞検査士会広島県支部会

感染制御部門研修会のお知らせ
■日時：平成 24 年 10 月 13 日（土）
15:00～18:00（14:30 受付開始）
■会場：広島大学病院 医学部 第 2 講義室
（広島市南区霞 1-2-3）
■講演 1：
「耐性菌（主にβラクタマーゼ
産生菌）の検出について」
日水製薬株式会社 研究部
サブマネージャー
岩脇 研次 先生
■講演 2：
「PK-PD 理論とブレイクポイント」
広島大学大学院医歯薬保健学研究院
臨床薬物治療学、准教授
猪川 和朗 先生
■問い合わせ先：尾道市立市民病院 中央検査室
森 三郎（TEL0848-47-1155）
共催：日水製薬株式会社

共催：オーソ・クリニカル・
ダイアグノスティックス株式会社

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 11 月 24 日（土）14 時～
■場所：県立広島病院緩和ケアセンター2 階研修室
■タイトル
アキュートケアにおける血液ガスの位置づけ
と関連検査について
＝血液ガスデータの見方を中心に
･･･そして･･･＝
14:00〜［１］アキュートケアと検査の概要
15:00〜［２］血液ガスの現状について
-血液ガスの生理
-血液ガスデータの解釈
16:00〜［３］救急現場における
「血液ガス以外の検査」
6

第 16 回東部地区学会開催と演題募集のお知らせ
拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、この度、第 16 回東部地区学会が三原市において下記の日程で開催されることが決まりましたので
ご案内申し上げます。
敬具
開催日：平成 24 年 11 月 23 日（金） 13：00～17：00
会場 ：三原市民福祉会館 大会議室
三原市城町 1-18-1（0848）63-4077

第 16 回東部地区学会演題募集について
第 16 回東部地区学会の演題を募集致します。
日頃の研究成果を、是非この機会に発表して頂きますようご案内申し上げます。
締め切り：平成 24 年 10 月 17 日（水）
申込先 ：医療法人杏仁会 松尾内科病院
TEL 0848-63-5088
FAX 0848-63-0658

新川俊也

演題名
施設名
発表者

第 28 回「緒方富雄賞」授賞式及び公開講演会のお知らせ
この度、第 28 回「緒方富雄賞」の受賞者が下記の通り決まりました。
また、下記の日程で、授賞式及び公開講演会が行われますのでお知らせ致します
記
第 28 回「緒方富雄賞」受賞者名
川崎 誠司氏
佐賀大学医学部附属病院検査部副技師長
堀井 隆氏
順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査部技師長
戸田 好信氏
天理医療大学医療学部臨床検査学科准教授
受賞式
日 時 ：平成 24 年 11 月 17 日(土) 17:00～19:00
場 所 ：学士会館本館(東京都千代田区神田錦町 3-28)
公開講演会
日 時 ：平成 24 年 11 月 17 日(土) 16:00～17:00
講演者 ：松野 一彦 先生
北海道大学名誉教授・北海道大学病院検査・輸血部
題 目 ：
「凝固スクリーニング検査の現状と未来」
司 会 ：村田 満 先生
慶應義塾大学医学部臨床検査医学
（一般社団法人 日本臨床検査同学院）
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第 62 回日本医学検査学会
62nd JAMT Congress 2013 Kagawa

テーマ：健康への道標（みちしるべ）
サブテーマ：予防医学における

臨床検査技師の役割
会期 平成 25 年 5 月 18 日(土)～19 日(日)
会場 サンポートホール高松
かがわ国際会議場
e-とぴあ・かがわ
JR ホテルクレメント高松
アルファあなぶきホール
高松市総合体育館
http://www.convention-w.jp/62jamt/index.html
■学会事務局
〒761‐0793
香川県木田郡三木町大字池戸 1750-1
香川大学医学部附属病院 検査部
TEL：087-891-2278 FAX：087-891-2281
E-mail：matsu@kms.ac.jp

■運営事務局
株式会社日本旅行
中四国コンベンショングループ内
〒700-0023 岡山市北区駅前町 2-1-7JR
西日本岡山支社ビル 1F
TEL：086-225-9281 FAX：086-225-9305
E-mail：62jamt@wjcs.jp

医療機器の不具合等報告の症例の公表および活用について（周知依頼）
厚生労働省では、医療機器の不具合等報告について、薬事法第 77 条の 4 の 2 第 1 項に規定に基づき製
造販売業者等から報告され、薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会の意見を聴き、必要な安全対策
措置の企画および立案が行われております。
今般、平成 24 年度第 1 回薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会に報告された医療機器の不具合
等報告について、広く医療関係者に事例を共有、医療機器に係る安全な使用の向上に役立てられるよう、
厚生労働省ホームページにおいて事例の一覧が公表されていますので参考にしてください。
■平成２４年度第１回薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会 資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002g2l3.html
（厚生労働省医薬食品局安全対策課）

求人のご案内（平成 24 年 9 月 20 日現在）
No

受付日

施設形態

所在地区

雇用形態

人数

9 月 20 日

病院

広島県

正社員

2名

9月3日

病院

広島市西区

正社員

1名

エコー、心電図、病理標本作成

222

9月3日

病院

広島市西区

パート

1名

エコー、心電図、病理標本作成

221

7 月 27 日

病院

尾道市

正社員

1名

臨床検査

217

6 月 13 日

病院

広島市西区

臨時職員

1名

臨床検査業務

222

募集業務内容
臨床検査（県職員）
★〆切り：10 月 10 日まで

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

広報部あて専用 E-Mail

＜ koho@hiroringi.or.jp ＞

速報原稿の送付、広報部へのご意見等をお願いします。モバイル端末からのメール送信も可能です。

※次号速報の原稿〆切りは、１０月１０日です。
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