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広臨技の Facebook ページができました

FaceBook
(フェイスブック)って

何？？
FaceBook は、世界最
大のユーザー数を誇
るソーシャルネット
ワークサービス（SNS）
です。現在、世界中に
8 億人以上のユーザー
がいます。

SNS とは？

https://www.facebook.com/hiroringi
FaceBook ページとホームページの違いは？

SNS（ソーシャルネットワークサービス）
は、人と人とのつながりを作るネットワーク
上の仕組みで、お互いが「友だち」という関
係を作って交流できる場です。
そのなかでも FaceBook は、実名の登録が
基本で、現実の知り合いとの交流をそのまま
ネットワークに実現できるサービスです。

Facebook ページとホームページの違いは、
Facebook ページが「双方向性」であること。
ホームページでは基本的に閲覧するだけの
一方通行ですが、Facebook ページでは書き込ま
れた話題について多くの人からコメントをも
らったり、情報を追加したりできます。

FaceBook ページとは？

また、面白い情報、関心の高い情報などは、
FaceBook への登録は基本的に個人が原則
ですが、FaceBook ページでは企業やサーク
ルなど独自のページを作って、紹介やグルー
プでの交流ができます。
今回、広臨技でも FaceBook ページを立ち
上げて、会員や会員以外の方と双方向で交流
できるようにしました。是非、この機会に
FaceBook に登録して広臨技 FaceBook ページ
で情報交換しましょう。

人から人にどんどん伝わっていきますが、その
伝わり方は「知人を通じて伝わる」という形に
なり、お互いに「信頼感」を得られるというの
が、Facebook ページの魅力です！
広臨技では、検査に関する話題や研修会、学
会の話題も提供していきます。
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（情報システム委員会）

日臨技・「精度保証施設認証」の申請について（お知らせ）
日臨技より、「精度保証施設認証」の新たな申請および更新とし
ての申請について、以下のように審査日程が、発表になりました
ので、お知らせします。
具体的には、新たな申請も更新のための申請も同条件での審
査となります。
申請を希望される場合は、日臨技ホームページ
（http://www.jamt.or.jp/)の「施設認証制度（日臨技精度保障）」
より必要書類をダウンロードのうえ、必要事項の記入や提出書類
の確認後、下記日程でお申し込みをいただきますようご案内いた
します。
広島県申請受付は広臨技事務所へ、11 月 10 日必着で書類を送付して下さい。
申請書類作成時に不明な点がありましたら、標準化参加施設（64 施設）のメーリングリストにご質
問頂ければお答えいたします。
■質問等の送り先：

24hamt-hyojun@freeml.com

平成 24 年度標準化事業参加が申請条件に含まれています。

Ⅰ

申請・審議等の日程（平成 24 年度）

Ⅱ

平成 24・25 年度広臨技
精度保証施設認証委員会委員

広島県申請受付期間：
平成 24 年 11 月１日～11 月 10 日

委員長 新田 和雄

広島県審査期間：

（標準化委員会委員長：広島工業大学）

平成 24 年 11 月 10 日～12 月 10 日

副委員長 丹下 富士男（会長：呉共済病院）

日臨技申請受付期間：

委員 水野 誠士（基幹施設：広島総合病院）

平成 24 年 12 月 11 日～12 月 21 日

委員 藤上 良寛（基幹施設：県立広島病院）

日臨技審査日程：

委員 津川 和子（基幹施設：広島大学病院）

平成 24 年 12 月 21 日～

委員 楠木 晃三

平成 25 年 1 月 15 日

（基幹施設：広島赤十字・原爆病院）

理事会審議、承認：平成 25 年 2 月中旬

委員 柳田 紳一郎

承認通知、認証料（50,000 円）請求書発送：

（技師会推薦：広島市立広島市民病院）

平成 25 年 2 月中旬～2 月下旬
認証書発送：平成 25 年 3 月下旬～4 月上旬

平成 24 年 10 月 5 日
精度保証施設認証委員会 委員長 新田和雄
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平成 24 年度 第 3 回理事会・第 7 回常務理事会報告
平成２４年１０月４日（木曜日）に広島県臨床検査技師会
第７回常務理事会が開催されたので報告します。
■連絡・報告事項
１．会長報告
１）日本臨床衛生検査技師会 中四国支部運営に
関する報告
広島県より選任されていた幹事が丹下会
長に異動する件について、日臨技第 5 回理事
会で承認された。
２）日本臨床衛生検査技師会 理事会報告
①学術組織の再構築に関する委員会の設置に伴
い、中四国支部委員として岡田（岡山県会長）、
協力委員として柴田（前島根県会長）
、江角（山
口県副会長）が選出された。
②12 月１日～２日に広島市まちづくり市民交流
プラザに於いて開催される「平成２４年度
日臨技全国研修会 臨床検査技師臨地実習指
導研修会（第３回）は、広臨技として開催・
運営に協力していく。
③特定看護師に関する医行為について意見を求
められた件について
医師に関わる処置行為等に於いて容認し
てもよい項目もあるが、臨床検査に関わるこ
とについてはすべて認められないと返答した。
其々の分野で国家資格として責任をもっ
た専門的な知識や技術を備えた医療スタッフ
が規制緩和により専門的に従事して医療に貢
献する方が安全で良質な医療が担保される。
また、特定行為は専門領域に基づく教育が必
要であり、高度な知識、判断が必要な項目も
数多く実習現場、指導者、教育体制がなく、
不明瞭な部分が多い。
チーム医療の検査技師に関わる業務拡大
についての意見として、インフルエンザウィ
ルス検査検体採取（鼻腔内・口腔内粘膜等の
表皮組織）についての業務拡大を要求した。
３）第 45 回中四国支部医学検査学会（岡山）の前
日会議について
①中四国支部会に会長出席、学術部会に藤上副会
長出席、他 三役も出席する。
③来年度の中四国支部医学検査学会は広島が担
当することから、PR のため学会の展示会場近
くにブースが用意される。広報部、常務理事
を中心に PR 活動を行う予定であるが、学会に
参加する理事の協力をお願いする。
４）中四国支部医学検査学会（広島）関連準備に
ついて
9/27 に国際会議場コンベンションビューロ
ーに来年の中四国支部学会の協力要請に出向
いた。（丹下、足免、若林）
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事務所にて、平成２４年度

第３回理事会・

２．今後の行事・事業活動の予定
10/15：中本隆志顧問の広島県議会副議長就任
を祝う会に会長・副会長が出席
11/1：第 20 回備後糖尿病チーム医療研究会へ
の協賛依頼を承諾
11/7～：広島県医師会精度管理事業
11/17・18：広島国際大学「2012 年秋の健康フ
ェア」の後援
H25/2/24 開催予定：精度管理向上研修会
３．各部報告
１）事務局
①平成２４年度分の部会・委員会での議事録を
事務局へ提出のこと。
②新春祝賀会を H25/ 1/12（土）にオリエンタ
ルホテル広島で開催。
③中四国支部学会（岡山）の抄録は 8/30 まで
の入会者に個人宛に直送される。
④事務職員細川さんが 10/1～12/15 まで各水曜
日を休みとする。事務所への緊急連絡等は事
務局長森田まで。
２）学術部
①学術雑誌発刊に関し、10/2 に広報部と合同会
議に担当副会長と出席した。
②全国学会（香川）より座長推薦受諾。
３）経理部
①ピンクリボンキャンペーン事業活動におい
て、日臨技より公益活動費 20 万円の補助を
受け、入金された。
②各常務理事の通帳を作成し、経理上の運用を
スムーズにするために活用する。
４）渉外・法規部
①9/5 ピンクリボン de サンフレッチェ
実行委員会出席
②9/19 「がん検診へ行こうよ」
in マツダスタジアム
③9/29 ピンクリボン de サンフレッチェ
④今後の事業活動予定
11/3 修道大学祭 HIV 臨時検査における
採血担当派遣要請
12/8 エイズデーイベント参加予定
５）組織調査部
①東部地区以外の新入会オリエンテーション
は新入会員 24 名・役員 13 名参加。
②県学会前の連絡責任者会議について、組織調
査と管理運営部門で共同企画中。
６）広報部
①今年度の会誌、会報の発行について

２．広報部
1)学術雑誌名称は「広島臨床検査」に承認。
2)速報・会誌共に会員数の増加に伴い、発行部
数の見直しを行い、速報の発行部数は、1,700
部、会誌・会報は、1､800 部を基本として発
送業務に合わせて決めることを了承。
3)情報システム委員会より、広臨技ホームペー
ジ運用の一環としての広臨技 FaceBook ペー
ジの立ち上げと運用を承認。
３．組織調査部
本年度の県学会(呉市)における連絡責任者
会議の講師の選出は会長・副会長一任。
４．中四国学会関連
中四国支部医学検査学会（広島）11/9・10 の会
場は国際会議場を確保、および懇親会場は広島
文化交流会館を仮予約した。
５．県学会（呉市）関連
趣意書・賛助会員への協力と支援願い、案内を
承認。
６．東部地区
研修会等で使用する PC について、不足、老朽
化への対応は検討課題として継続審議とする。
７．精度保証施設認証委員会
平成 24・25 年度広臨技 精度保証施設認証委
員会委員 7 名が承認された。

学術雑誌「広島臨床検査」第 1 巻の発刊にお
いて、学術部と共同作業進行中。
県学会抄録（会報）は、県学会実行委員会の
活動支援を行う。
広報部企画の会報発行は今年度中止とする。
②60 周年記念誌の発刊は、12 月末発行（予定）
で承認された。
③情報システム委員会から連絡
理事会メーリングリストに関する説明
事務所予約のスケジュール登録方法説明
事務所 PC 使用におけるパスワードの説明
５．標準化委員会より報告事項
【日程報告】
H24/6/30：委員会および報告会を開催
H24/7/2～7/31：参加施設の申込
H24/8/10：参加施設のリスト完成
H24/10/2：測定試料配布と測定開始
H24/10：結果の速報を掲載
H24/11：日臨技へ報告
■討議・決定事項
１．経理部
中四国支部医学検査学会（岡山）の宿泊等に
ついて、会長・藤上副会長は中四国支部より、
その他役員の宿泊費等は事務局一括で手配
する。

■各地区より研修会・イベント実施・計画の報告
１）広島地区
広島・西部地区レクリエーションとしてスキー、スノーボード・バスツアーを計画中
２）呉地区
開催日
内容
部門
参加人数
4/19
呉地区輸血談話会
輸血
29
4/26
呉地区研修会
臨床化学
38
5/9
平成 24 年度第 1 回呉地区細胞診研修会
細胞
20
5/11
呉地区血液研修会
血液
29
5/24
呉地区研修会
生理
42
6/14
呉地区微生物研修会
微生物
13
6/21
第 4 回呉地区心エコー研究会
生理
32
6/29
呉地区研修会
免疫血清
31
7/19
呉地区輸血談話会
輸血
21
8/10
呉地区血液研修会
血液
29
9/12
平成 24 年度第 2 回呉地区細胞診研修会
細胞
19
9/27
呉地区研修会
免疫血清
18
３）東部地区
①研修会開催報告
開催日
内容
参加人数
7/5
東部地区生理検査研修会
41
7/14
東部地区新入会員オリエンテーション研修会
45
7/14
東部地区形態部門・精度管理報告 合同研修会
54
7/26
第 2 回生涯教育講座（東部地区）
87
9/6
東部地区感染制御部門研修会
33
9/15
東部地区輸血研修会
30
9/27
第 3 回生涯教育講座（東部地区）
63
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②今後の研修会企画
予定日
内容
9/30
東部地区病理細胞診合同研修会
10/4
東部地区形態部門一般検査領域研修会
10/13
東部地区血液研修会
11/1
第 20 回備後糖尿病チーム医療研究会
11/23
第 16 回東部地区学会
11/25
第 19 回福山医学祭
11/29
東部地区生理検査研修会
11/29
第 4 回生涯教育講座（東部地区）
12/14
東部地区血液研修会
４）東広島地区
①研修会報告
日付
内容
東広島地区研修会
5/31
第 17 回がん関連研修会「胃がんについて」
東広島地区研修会（生理）
7/12
「基礎からわかる乳腺超音波講習会」
東広島地区研修会 第 18 回がん関連研修会（生理）
9/6
「乳がんと超音波検査」
②研修会企画
予定日
内容
東広島地区研修会（尿一般）
10/26
｢尿沈渣検査の目指すもの｣ －尿沈渣検査法 2010 について－
東広島地区研修会
11 月予定
「第 19 回がん関連研修会」
５）北部地区
日付
内容
第 1 回北部地区研修会
*尿沈渣検査法 2010 のポイント
6/2
*免疫反応のメカニズム
*糖尿病と臨床検査
組織調査部、北部地区合同研修会
9/29～30
（北部第 2 回）
*心電図とエコー検査
第 3 回北部地区研修会
*症例から学ぶ超音波検査
10/20 予定
*クロストリジウムディフシル感染症
*施設見学
第 4 回北部地区研修会
12/1 予定
*企画中

参加人数
13 名
38 名
27 名

参加人数
35 名

研修会 23 名
一泊 15 名

以上
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世界エイズデーキャンペーン

ボランティア募集のお知らせ
12 月 1 日は世界エイズデーです。(一社)広島県臨床検査技師会では、広く県民にエイズに対する知識の
普及啓発を行うとともに、HIV 感染予防とエイズ検査の受検を促進、さらにエイズ患者や HIV 感染者に対
する差別や偏見を解消する目的で、世界エイズデーキャンペーンを広島市と福山市で行います。
キャンペーンは広島県や広島市、福山市などの行政と協力し、若者を中心としたエイズ予防啓発品（パ
ンフレットやコンドーム）の配布、また近くの病院や県の施設をお借りしてＨＩＶの検査・相談をする予
定です。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。
（活動謝礼金として一律 3,000 円の支給があります。）
-記 広島市 平成 24 年 12 月 8 日(土) 13:00～19:00(予定)
場所 アリスガーデン付近 (広島市中区新天地)
福山市 平成 24 年 12 月 1 日(土) 10:00～16:00(予定)
場所 さんすて福山(福山市三之丸町 30-1)
内容 採血、HIV 簡易検査、啓発品配布など
募集人員

広島市２０名、福山市１５名程度

締め切り 平成 24 年 11 月 16 日（金）(但し定員になり次第締め切り)
申し込み先
広島市
福山市

（一社）広島県臨床検査技師会事務所
府中市民病院 臨床検査科 桑田久子

FAX(082)502-6031
FAX(0847)45-6237

尚、詳しいことが知りたい方は 田中 Tel(082)221-2291（内線 5430）(広島市民病院)
桑田 Tel(0847)45-3300（内線 147）(府中市民病院)まで
お問い合わせ下さい。
以上
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
施

設

名

会員番号

氏

※ 注意：広島市と福山市とではキャンペーンの開催日および活動時間が違います。
お間違えないようお願い致します。
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名

第 30 回 広島県医学検査学会のご案内（第５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 技師（呉医療センター）
中川 浩美 技師（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 技師
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

抄録原稿の送付先・問い合わせ先
6行

〒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
抄録原稿〆切り：平成 24 年 11 月 16 日（金）

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 >>

抄録原稿作成の要領
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）
7

研修会・イベントのお知らせ
秋の健康フェア

生物化学分析部門化学
免疫領域合同研修会

（広島国際大学）
今年で３年目を迎える本フェアを春に引続き、
広島市中心部において開催されます。
「生活習慣病をなくそう！」をテーマとして、
様々なブースイベントを展開し、地域の方が特に
関心のある「健康・予防」に関する情報や様々な
体験の場を提供することにより、地域社会との「つ
ながり」をより深めることを目的としています。
（参加無料、事前申込不要）
■日時：平成 24 年 11 月 17 日（土）
12：00～18：00
平成 24 年 11 月 18 日（土）
12：00～17：00

■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」

■場所：シャレオ中央広場
（広島市中区基町地下街 100 号）

血液領域研修会のご案内
～症例から学ぶ～

第 16 回

■日時：平成 24 年 12 月 8 日（土）15:00～
■場所：広島市立広島市民病院 10 階講堂
■内容
15：00～15：40
演題 1「未定」
講師：アボットジャパン株式会社
未定
15：50～17：20
演題 2「症例から学ぶ血液疾患の考え方
（仮）」
講師：東京大学医学部附属病院 検査部
常名政弘 技師
■共催：アボットジャパン株式会社
■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

広臨技東部地区学会

■日時：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
TEL（0848）63－4077
■プログラム
受付 ：13：00～
学会 ：13：30～17：00
一般演題 13：30～
教育講演 14：40～
特別講演 15：30～
懇親会：17：30～

http://api-net.jfap.or.jp/event/HivInsWeek/special2012/WorldAidsDay2012.html
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第 16 回

広臨技東部地区学会(ご案内)

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）TEL（0848）63－4077
プログラム ： 受付 ：13：00～
学会 ：13：30～17：00
一般演題 13：30～
教育講演 14：40～
特別講演 15：30～
学

三原市福祉会館

会

13：00～

懇親会

三原国際ホテル

＜懇親会会場＞

＜学会会場＞

17：30～
※懇親会参加費

三原国際ホテル

会員

・JR 三原駅より徒歩 5 分

・学会会場より徒歩 5 分

（学会場で

※無料駐車場はありませんのでご了承下さい

・JR 三原駅より徒歩 5 分

三原市民福祉会館 大会議室

5,000 円

徴収致します）

※ お酒を飲まれる方は、車での参加はご遠慮下さい。

下記の参加申込み用紙に施設名、お名前と該当欄に○印をご記入のうえ

11 月 14 日（水）までに FAX にてお申し込み下さい。
※ 参加人数把握のため、事前申し込みにご協力下さい。
（懇親会参加希望の方は、必ず事前申し込みをお願い致します。
）
各施設で取りまとめて申し込み下さいますよう宜しくお願い致します。
皆様お誘い合わせの上、多数ご参加頂きますようご案内申し上げます。
申し込み先 ： 松尾内科病院 新川俊也 宛
FAX：0848－63－0658

第 16 回 東部地区学会参加申し込み用紙
施設名：
お名前

学会参加

※ 記入欄が足りない場合はコピーしてご使用下さい
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懇親会参加

求人のご案内（平成 24 年 10 月 20 日現在）
No

受付日

施設形態

所在地区

雇用形態

人数

募集業務内容

223

10 月 4 日

病院

三原市

正社員

1名

臨床検査業務

221

7 月 27 日

病院

尾道市

正社員

1名

臨床検査

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

広臨技 FaceBook ページに関する問い合わせ

＜ webmaster@hiroringi.or.jp ＞

FaceBook に関する問い合わせ、相談等は、情報システム委員会までお願いします。
これから FaceBook を始めようと考えていらっしゃる方も･･･お気軽にどうぞ！

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、１１月９日です。
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