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「平成 26 年度・臨床検査データ標準化事業」への参加について(募集)
および血液試料や管理物質を 9 月末(予定)に連続測
平素より当会事業活動にご協力いただきお礼申し

定し報告して頂きます。
TP,Alb,TBil,UN,Crea,UA,Gluc,Na,K,Cl,Ca,IP,M

上げます。

g,Fe,CRP,TC,HDLC,LDLC,TG,AST,

現在、日本では国民の臨床検査データは、学校・
職場での健診や人間ドック、病気治療のための検査

ALT,LD,AlP,GGT,CK,Amy,ChE ,IgG,IgA,IgM,

で膨大な数が蓄積されています。

LDL 計算値,HbA1c(NGSP 値),CBC

しかし、そのデ

ータは検査を行った施設で使用している分析機器や

を測定項目と計画しております。
一般社団法人広島県臨床検査技師会では、平成 26

試薬、標準物質の違いにより一元化されておらず、
「いつ、どこの医療機関で検査を受けても同じ結果

年度「参加施設」として、昨年の 70 施設を上回る施

が出る」ということはなく、場合によっては複数の

設数を目標にしております。また、平成 22 年度から

医療機関を受診することとなり、検査を受ける方に

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会による検査室

負担がかかっていました。

精度保証認証制度がスタートし、広島県内で現在 38

このため、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

施設が認証を受けています。認証基準の要求事項に、

はこの問題を解決するため、関連団体と共同で測定

①日臨技主催の外部精度管理調査成績②検査データ

法の標準化、標準物質の整備、内部精度管理の啓蒙

の標準化の実践③人的資源があり、今回の「参加施

と外部精度管理調査の実施など地道な努力を続けて

設」への参加（参加費は無料です）は②に相当しま

きました。また、「臨床検査データ共有化部会」を設

す。趣旨にご賛同頂き参加くださるようお願い申し

置し、「臨床検査データ共有化ガイドライン」を策定

上げます。

し、
「医学検査」第 55 巻 11 号で公開しました。標記

平成 25 年度の参加施設の方も改めて参加の申し込み

事業は、平成 19 年より各都道府県の技師会に「臨床

をお願いします。

検査データ標準化委員会を設置し、全国展開で活動
を開始しております。
具体的には「参加施設」としてご参加頂き、内部精
度管理成績のご提供と、広島県臨床検査技師会の臨
床検査データ標準化委員会の用意した、プール血清

申込開始日 ：平成 26 年 7 月 1 日 (火)
申込締切日 ：平成 26 年 7 月 31 日（木）
申込方法：広臨技ホームページ（http://www.hiroring.or.jp/）から申し込みをお願いします。
問合せ先：広島工業大学生命学部 新田和雄（臨床検査データ標準化委員会・委員長）
電話：082－921－9434（直通） E メール：k.nitta.ur@it-hiroshima.ac.jp
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平成 26 年度

第1回

平成 26 年 4 月 17 日（木）
に広臨技事務所にて、
平成 26 年度第 1 回の理事会が開催されましたの
で、報告いたします。
●連絡・報告事項
【会長報告】
1. 中四国支部幹事会報告（3 月 15 日）
① 平成 25 年度学術研修会活動報告
 島根県(遺伝子:22 名)、岡山県(輸血:60 名)
②日臨技中四国支部医学検査学会(第 46 回)に
ついて
 広島県(1,817 名:一般演題 195 題 etc.)
③ 平成 26 年度学術研修活動について
 愛媛県:微生物、香川県: 輸血を開催予定で
ある。
 日臨技より 10 万円×9 部門の助成金。企画
書・予算書を 2 ケ月前までに支部長まで提
出する。
④日臨技中四国支部医学検査学会(第 47 回)に
ついて
 愛媛県担当: 平成 26 年 9 月 13・14 日
（場所:ひめぎんホール）一般演題募集を開
始した。
 日臨技より 3 月 31 日締めでの会員数×500
円での助成金がある。
⑤平成 26 年度中四国支部学術部長・部門長・
委員について
 部門長は幹事の投票で決める
 支部学術部長：
植嶋 輝久幹事(鳥取)
 各部門長：
生物化学分析:菅野和久(愛媛)、臨床一
般：中川裕美(岡山)、臨床血液：新家敏
之(愛媛)、臨床微生物：森三郎(広島)、
輸血細胞治療：土居靖和(愛媛)、病理細
胞：藤田勝(岡山)、染色体・遺伝子：中
桐逸博(岡山)、臨床生理：山村展央(愛媛)、
臨床検査総合：岡山尚子(山口)
⑥平成 26・27 年度日臨技理事ならびに幹事推
薦について
 土居修(愛媛:留任)、岡田健(岡山:新任)、丹
下富士男(広島:新任) 3 名を推薦する。
 支部長：丹下富士男。副支部長は高知県・
徳島県の総会後に両県幹事で協議して決め
る。
 幹事については現行の幹事を推薦するが、
各県総会後、変更があれば変更届けを提出
する。
⑦ 提案事項
 支部学会は日臨技の行事であることから、
抄録発送は｢個別｣を原則とし、必要経費は
日臨技からの助成金を含んだ学会運営費よ
り補填すべきと考える。
 各県幹事も同じ意向を持っており、野村支

理事会報告

部長より日臨技理事会へ意見提出して頂く。
2. 日臨技情報
①新入会研修会: 各県 1 万円＋参加人数×500
円の助成金あり。3 年間で 6 万人の会員を越
えるようにしたい。会長のビデオレターを作
成して研修会で流す。
②生涯教育構築委員会を設置し、生涯教育を見
直したい。
③全国幹事会に替えて全国会長会議を開催す
るとしたが、26 年度は引き続き全国幹事会
を 1 月第 3 週金曜日に開催する。
④ e ラーニングは 27 年度より実施する。
⑤ニューリーダー研修会を各県より 1 名参加
させて実施したい。
⑥事務局強化のため事務部長 etc.事務職員を増
やす。（臨床検査技師経験者を含む）
⑦先駆的臨床検査研修会・・・遺伝子・染色体、
超音波、神経生理、病理 etc.
 輸血テクニカルセミナーを開催し、支部研
修会などで伝達講習をする。
 血液形態の標準化研修会を企画。
 新たな認定技師、認知症・病理・救急・精
度管理 etc.を認定できる制度を確立させる。
 教本シリーズを変更する。また、一般書店
でも購入可となる。
 厚労省ガイドラインに沿った医療安全講習
会（6 日間）を 9・10 月に開催予定。
⑧精度保証施設認証の各県作業軽減のため、認
証システムを開発中。開発されて施行されれ
ば、各県への事務助成金は下りてこなくなる。
⑨検体採取に関する講習会については、委託で
やるのか各県に任せてやるのかを現在検討
中。
⑩検査説明のできる臨床検査技師育成の研修
会に助成金（20 万円）が付くので活用して
ほしい。岡山県が中心になり、中四国各県日
臨技研修を受けたメンバーに連絡を取って
活動して行く。
⑪健康と検査展を企画して実施してほしい。助
成金を上手く利用して。（エイズやピンクリ
ボン等の単独では、助成金は出ない）
3. その他の報告事項
①第 8 回広島 PDN（PEG ドクターズネットワ
ーク)セミナー（5/24）しまなみ交流館にて
開催を後援承諾。
②リレー・フォーライフ・ジャパン 2014 広島
（9/14～15）しまなみ交流館にて開催を後援
承諾。
③日臨技より会費、25 年度臨床検査データ標
準化事業助成金 送金される。
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【各部からの報告】
1. 事務局
①事務所ビル（グレイスビル）総会について
 4/26 に開催
 グレイスビル修繕に関する決議予定。
広臨技総会での決議を要するため保留と回
答する。
 修繕負担金について。
 負担金納付額 1,916,580 円、積立金返済金
額 1,386,103 円、差額の約 53 万円を負担す
る。
 グレイスビル総会で負担が決定されればそ
れに従う。
 技師会業務停止を要すことから、グレイス
ビル総会で修繕内容・時期・期間について
把握してくる。
② 6/7 開催予定の広臨技総会について
 場所：ホテルニューヒロデン
 時間：16：00～16：30 表彰式
 16：30～17：30 総会
 17：30～18：00 第 2 回理事会を新役員で
開催
 18：00～祝賀会
 総会委任状の回収と集計を理事に依頼され
た。
2. 学術部
① 第 1 回編集委員会開催について
 H26 年度 学術部長と広報部長による編集
委員会開催に向け準備中。
 次回の理事会までに「学術誌編集委員会立
ち上げに関する細則案」の提示を目指す。
② 学術誌 Vol.3 について
 原稿締め切りを 6/10 とし、県学会発表者に
論文投稿を依頼している。
3. 経理部
① H25 年度 標準化事業助成金について
 3/28 に日臨技より振込あり。
 基幹施設の廣島総合・広島赤十字・広島大
学へ各 3 万円を、また基準施設の廣島総合
へ 3 万円を送金。
② H26 年度 年会費について
 3/28 に日臨技より振込あり。
7,000 円×1,446 名＝10,262,000 円
③ H25 年度決算処理について
 各部、各地区、各部門.領域の協力と、細川
事務員の支援により決算処理完了。
 当期収支差額 2,550,131 円となった主な要
因について説明された。
 今年度 中四国支部学会のため、
呉地区七夕
学会・東部地区学会が開催されなかった事、
学術部門研修会が少なかった事や、国際交
流事業がなかった事を挙げられた。
④H26 年度 各部、各地区、各部門.領域の活動

費について
 振込処理完了につき確認を依頼された。
4. 渉外法規部
① 表彰審査委員会
 平成 26 年 3 月 8（土）開催した。
 被表彰者について報告。
② ピンクリボンキャンペーン
 ピンクリボン de 広響。
 3/14（金）広島文化学園 HBG ホールにて
開催。渉外法規部長（田中）がボランティア
参加した。
 ピンクリボン de カープ予定。
 5/25（日）18：00～ 対西武戦
 予備日 7/31（木）18：00～ 対中日戦
 in 三次 5/26（月）18：00～ 対西武戦
 in 呉 6/9（月）18：00～ 対オリックス戦
 4/17 実行委員会開催。
③ レッドリボンキャンペーン
 とうかさん de エイズ検査 6/7（土）予定。
④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議
 4/18
（金）平成 26 年度第 1 回会議開催予定。
⑤5/25 に行われるピンクリボン、6/7 のレッド
リボンのボランティア募集のお知らせを速
報 5 月号に掲載する。各施設声掛けをお願い
する。
5. 組織調査部
報告事項なし
6. 広報部
① 速報の発行、締め切りの変更について
 6 月速報は 5 月 8 日締め切り
② 会報の発行準備について
 6 月発行予定（年間 2 回を定期とする、県
学会抄録 1 月、会報 6 月）
。
 掲載内容について
 定款＆諸規定・細則も掲載する方向で検討
中（各部へ学術誌 Vol.1 以降の修正内容を
再確認する）。
 会員名簿は掲載しないが、施設名・連絡責
任者・技師長等は掲載する。
③H26 年度のメーリングリスト運用について
 施設連絡責任者＆所属長への連絡手段を確
立するためにメールを活用する方向ですす
める。
 速報を利用して案内する。
（今年前半でお
知らせの準備中）
7. 情報システム委員会
① ノート PC2 台を購入済み
 初期設定、セキュリティソフトの設定中。
 キャリーバッグ、バーコードリーダー等の
追加購入を確認中。
 JAMTIS 受付システムのインストールが必
要。
 近日中に生涯教育へ送付予定（広島総合病

3

院 水野副会長、東部地区 新川理事）。
② 追加の PC 購入・更新へ
 呉、北部、東広島、事務所のノート PC3 台
とデスクトップ 1 台。
③ 広臨技の会員管理システム構築中
 5 月連休明けに各施設へ、会員の所在確認
のため施設単位名簿を作成し、追加・修正
をお願いする予定。
 システムの機能として、役員歴の登録、保
存。委嘱状などの印刷機能。
 会費納入履歴を JAMTIS から取り込み。
④昨年度の各部局活動の議事録を 経理関係の
ML 利用で収集した
 電子保存の方法を事務所業務として継続検
討中。
（新田監事より質問）
 現時点での会員検索についての方法。
（回答）
 事務所に問い合わせ、事務所で要望者・使
用目的等を判断し問い合わせに答える。
 今後提供については情報システム委員会と
連携してセキュリティ管理を担保できる仕
組みを検討する。
8. 各地区の報告
＜広島地区＞
報告事項なし
＜呉地区＞
事業計画
開催予定日
事業名
2014/04/17

呉地区輸血談話会

2014/04/24

呉地区研修会

2014/05/09

呉地区血液研修会

2014/05/14

平成 26 年度
第 1 回呉地区細胞診研修会

2014/05/21

呉地区研修会

2014/06/11

呉地区微生物研修会

＜東部地区＞
事業計画
開催予定日
2014/05/22
2014/05/24
2014/05/01

東部地区役員会

事業名

2014/05

がん関連研修会

2014/06

第 1 回東広島地区研修会

2014/07

第 2 回東広島地区研修会

2014/09

がん関連研修会

事業名

2014/5/31

第１回北部地区研修会

2014/07

第２回北部地区研修会

2014/09

第 3 回北部地区研修会

2014/12

第 4 回北部地区研修会

2015/02

第 5 回北部地区研修会

●討議事項
＜丹下会長＞
① 県学会決算について
 収入 2,470,099 円
支出 2,154,000 円
収支差額 316,099 円の黒字
 承認。
② H26・27 年度 役員候補について
 理事 23 名、監事 2 名
 承認。
＜水野副会長＞
①H25 年度各表彰者 表彰審査委員会の答申
について
 承認。
＜事務局＞
① 総会資料の事業報告、活動方針について
 承認。
＜呉地区＞
① 地区活動費の運用について
 人数の少ない研修会での会議費の支出が多
くなったが、各部門の研修会参加人を考え
た上で、今後はバランスよく運営していく。
② 地区活動の運用について
 年に１～２回外部講師を招いて研修会を行
うことも検討する。
＜各委員より＞
①年間の予算の中で、会員のためにバランス良
く運営して頂きたい。
②予算不足の場合は執行部に相談して下さい。
③各地区の活動費運営については、地域性を考
えたうえで統一した運営方針を今後継続審
議してゆく必要がある。
●会計監査報告
①新田監事より会計監査を行い問題なく処理
されていました、と報告された。
●その他
①水野副会長より、総会日(6/7）とエイズキャ
ンペーンが重なり、エイズキャンペーンにつ
いては三菱病院の竹本さんにお願いする予
定。
②浅野経理部長より、各経理担当者を対象にし
た経理処理の手順・方法等の研修会を開催す
る。

事業名
第 1 回生涯教育講座（東部地
区）
東部地区生理検査研修会

＜東広島市＞
事業計画
開催予定日

＜北部地区＞
事業計画
開催予定日

（組織調査部：笹谷真奈美）
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第４１回

呉地区七夕学会のご案内

第４１回呉地区七夕学会を３年ぶりに平成２６年７月５日（土）に「ビューポートくれ」にて開催い
たします。プログラムは、一般演題、R-CPC、教育講演です。一般演題は若手技師を中心とした発表を
６題、R-CPC は２題を関西医科大学臨床検査医学講座の小宮山豊先生に講義していただきます。教育講
演では、海外青年協力隊でご活躍されている、広島県出身の琉球大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座
の大学生である楾清美さんに講演していただきます。多数のご参加をお待ちしています。
日

時

：

平成２６年７月５日（土）
一般演題（６題）

場

所

：

R-CPC（２題）

教育講演

13:30～18:10

ビューポートくれ（呉海員会館）
JR 呉線呉駅から徒歩 5 分
広島県呉市中通 1-1-2
懇親会

TEL 0823-20-0660

呉阪急ホテル（４階

皇城の間）18:30～20:30

広島県呉市中央 1 丁目 1 番 1 号 TEL 0823-20-1111

演者
勝中 信行

所属
中国労災病院

タイトル
作業環境改善に向けて

部門
病理

～代替キシレンの検討～
藤澤 宏樹

呉医療センター

チーム医療における糖尿病教室の役

チーム医療

割と課題～検査技師の立場から～
松井 ひとみ

呉市医師会病院

血液検査室から推測される感染症（血

血液

液検査室から提唱する抗生剤）
徳丸 雄介

呉共済病院

イベントレコーダーの有用性につい

生理

ての検討
鈴木敬悟

済生会広島病院

体外式腹部超音波にて指摘しえた胃

生理

癌症例
為数ひとみ

済生会呉病院

随時尿を用いた２４時間食塩摂取量
の検討
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一般

研修会、イベント案内
講演 2「感染防止対策加算新設から 2 年経過して
～加算 1 施設からの報告～」
講師 呉共済病院検査部 能美伸太郎 先生
講演 3「感染防止対策加算新設から 2 年経過して
～加算２施設からの報告～」
講師 井原市立井原市民病院検査科
田中達也 先生
講演４感染防止対策加算にすぐ役立つシリーズ 1
「誰にでもわかる耐性菌の基礎中の基礎を学ぼう」
講師 東京工科大学 医療保健学 臨床検査科
岡崎 充宏 先生
共催：栄研化学株式会社
問い合わせ先：庄原赤十字病院 検査技術課
辻 隆弘 Tel 0824-72-3111

生物化学分析部門＆広臨技標準化委員会
合同研修会のお知らせ
日時：平成 26 年 6 月 28 日（土）14：00～17：00
会場：ホテルチューリッヒ東方 2001
４階エーデルワイス
司会：広島工業大学 新田和雄
【報告Ⅰ】平成 26 年度臨床検査データ標準化事業
全国代表者会議報告
広島赤十字・原爆病院
米田登志男 技師
【報告Ⅱ】平成 25 年度広島県内基幹施設・参加施
設の標準化事業報告
臨床化学部門
広島大学病院
津川和子 技師
臨床化学部門
広島大学病院
森本隆行 技師
血液部門
厚生連廣島総合病院 三舛正志 技師
司会：三次地区医師会臨床検査センター
重村和政
【演題】脂質の最近の話題（仮題）
協和メデックス株式会社 学術部
問い合わせ：広島工業大学生命学部
新田和雄 Tel 082-921-9434
広島赤十字・原爆病院
岡山翼
Tel 082-241-3111
※なるべく公共の交通機関をご利用になってお越し
ください。

第23回備後糖尿病チーム医療研究会のご案内
日本医師会生涯教育認定申請中＜CC:10･76･82＞
日本糖尿病療養指導士認定機構認定申請中
0.5 単位
広島県糖尿病療養指導士認定機構認定申請中
１単位
日時：平成 26 年 6 月 4 日（水）19:15～20:45
場所：福山ニューキャッスルホテル ２F 曙の間
広島県福山市三之丸町８丁目 1６番
Tel 084-922-2121
参加費：５００円
＊当講演会は、日本医師会生涯教育認定 及び日本糖
尿病療養指導士認定機構の＜第２群＞認定更新単位
「0.5 単位」及び広島県糖尿病療養指導士「１単位」
を取得出来ます。
＊なお、ご記帳頂きました、ご施設名・ご芳名は医
薬品及び医学・薬学に関する情報提供のためにご利
用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
技師生涯教育認定の手続きを行っておりますので、
技師会会員証も併せてご持参ください。

輸血検査研修会のご案内
日時：平成 26 年 7 月 5 日（土）15：00～17：00
場所：県立広島病院新病棟（緩和ケア病棟）
２階 総合研修室
内容：講演 1 （仮題）HLA 血小板の経験
公立学校共済組合中国中央病院
三浦理恵

技師
第 23 回備後糖尿病チーム医療研究会プログラム
【情報提供】（１９：００～１９：１５）
サノフィ株式会社
【一般演題 】
（１９：１５～１９：４５）
座長 田辺クリニック院長 田邊泰登 先生
I. 「当院で経験したインスリン
リポハイパートロフィーの症例」
脳神経センター 大田記念病院 看護部
糖尿病療養指導士 村咲花 先生
II. 「『中断』という自覚がなかった認知症高齢糖尿
病患者への療養支援」
日本鋼管福山病院 糖尿病看護認定看護師
岡崎眞由美 先生

講演 2 （仮題）基礎からの HLA
福岡赤十字病院

橋口裕樹

技師

感染制御部門研修会のご案内
日時：平成 26 年 7 月 12 日（土）14：30～17：30
（14：00 受付開始）
会場：広島鉄道病院 2 階 大会議室（広島市東
区二葉の里 3-1-36）
講演 1「ノロウイルスについて」
講師 栄研化学株式会社 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進室
石塚康男 先生
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【特別講演 】
（１９：４５～２０：４５）
座長 中国中央病院糖尿病・腎臓病内科
部長 石井啓太 先生
「高齢者糖尿病のトータルマネジメント」
北播磨総合医療センター 病院長横野浩一 先生

お願いします。
（研修概要）
研修コース
(1) 病原体研修コース （全３回，各２時間）
(2) 感染症研修コース （全３回，各２時間）
(3) 院内感染研修コース （全３回，各２時間）
(4) 疫学研修コース （全４回，各２時間）

広島県感染症・疾病管理センター研修会の開催
場所：県立総合技術研究所保健環境センター2 階
研修室（広島市南区皆実町一丁目 6－29）
参加費 無料
（案内掲載 URL）
・感染症・疾病管理センター研修会の案内
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/
hcdc/kensyuu25.html

について（通知）
この度，当センターでは，感染症事案への対策や健
康危機管理に対応する人材を育成するため，感染症
関連業務に携わる医療従事者及び県・市町の感染症
対策担当者等を対象に，次の４コースの研修を開催
します。つきましては，お忙しいとは思いますが，
１研修コースにあたり５名まで募集しますので，出
席に御配慮くださるようお願いします。
なお，参加希望者については，別紙様式により各開
催要領の申込期限までに申し込みいただきますよう

・広島県感染症・疾病管理センター
（ひろしまＣＤＣ）
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/

病理研究班研修会のご案内（島根県臨床検査技師会）
日時：平成 26 年年 6 月 28 日(土)
午後 1 時 30 分 ～ 午後 4 時 30 分
場所：パルメイト出雲

４F

ホール 1

島根県出雲市今市町 2065 番地

TEL0853-21-3818

内容：13:40～14:20 講演 1「ミクロトーム替刃の効果的使用方法について」
講師 フェザー安全剃刀（株）メディカル商品部部長
座間 正一 先生
14:30～16:10 講演 2「包埋や薄切っておもしろいよね－理論から医療安全まで－」
講師：小田原市立病院 病理診断科
磯﨑
勝 先生
募集人数：30 名程度
参加費：500 円（臨床検査技師の非会員 3,000 円、関連学会・団体の会員 500 円、
上記以外の一般参加者 1,000 円）
申込み〆切：平成 26 年 6 月 20 日
申込書送付先および問い合わせ先：
島根県立中央病院検査技術科

松原真奈美 TEL：0853-30-6363

FAX：0853-30-6365

お車でお越しの際は、出雲駅周辺の駅北駐車場、高架下駐車場、駅南駐車場を御利用下さい。
生涯教育履修点数：専門－20 点 （会員証を必ずご持参下さい）

氏

名

会員番号

施
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設

名

広臨技 Facebook ページのご案内
広臨技の活動内容、研
修会開催などの案内を
「広島県臨床検査技師
会 Facebook ページ」で
も掲載しています。
Facebook の ID を登
録されていない方も、
自由に閲覧できますの
で、アクセスしてみて
ください。
https://www.facebook.com/hiroringi/

求人のご案内（平成 26 年 4 月 24 日現在）
No.
251
250
249

受付日

施設名

雇用
形態

雇用期間

平成 26 年
4 月 23 日
平成 26 年
3 月 28 日
平成 26 年
3 月 10 日

中島土谷
クリニック

正社員

正社員

西条中央病院

正社員

随時

フィリップス
レスピロニクス

正社員

随時

臨床検査

募集業務内容

その他・勤務時間等

健診業務、採血、
生理検査
臨床検査業務全
般

腹部超音波経験者
勤務時間 8：30～17：30
細菌業務のできる方優遇
勤務時間 8：30～17：00
勤務時間 9：00～17：30
時間外あり
勤務地 30 分以内の居住
7：00～16：00、
9：00～18：00、
9：30～18：30

247

平成 26 年
1 月 29 日

荒木脳神経外科

正社員

H26 年
4 月～

臨床検査業務全
般

246

平成 26 年
1 月 17 日

緑井脳神経外科

正社員

随時

ＭＲＩ等
臨床検査業務・
看護補助業務

245

11 月 13 日

BML 広島

正社員

随時

検体検査業務

243

9 月 13 日

FML 広島支所

正社員

9 月～

細胞診検査補助

8：30～18：30、
木、日曜・祝日休み
検体検査の経験有の方
シフト制
細胞検査士取得を目指す
勤務時間 7：30～16：30

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、6 月 9 日です。
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