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平成 27 年、新しい年を迎えて（ご挨拶）
一般社団法人広島県臨床検査技師会
会長

水野 誠士

厚生労働省指定講習会」です。これは昨年６月１８

新年あけましておめでとうございます。皆様方に
おかれましては清々しい新年をお迎えのこととお慶

日に成立した「地域における医療及び介護の総合的

び申し上げます。

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律案（一括法）
」の中で、臨床検査技師の業務範囲

昨年は、皆様にとってどのような 1 年でありまし
たでしょうか。

の拡大が決まり、平成２７年４月１日施行されます。

振り返ると、８月２２日に広島市北部の土砂災害、

それを実施するうえで臨床検査技師が受けなければ

９月２７日に御嶽山の噴火、１１月２２日には長野

ならない必須の講習会となっています。

県神城断層地震など自然災害が発生し、大きな犠牲

私達を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、私

と被害がでました。亡くなられた方々に心から哀悼

達はそれに応えていく必要があります。地域医療を

の意を表し、被災された皆様にお見舞いを申し上げ

支え、県民の期待と信頼に応えられるよう努力して

ます。

まいりたいと思います。

さて、医療関係を見てみますと診療報酬改訂があ

皆様方には今年も変わらぬご支援、ご協力を賜り

りましたが、消費税率を含めるとマイナス改訂とい

たくお願い申し上げるとともに、皆様方とご家族の

うことで経営的には厳しい状況が続いております。

ご健勝と益々のご繁栄を祈念申し上げ、新年のご挨

また、少子高齢化・医療費の高騰に対する対策とし

拶とさせていただきます。
今年もよろしくお願いいたします。

て２０２５年に向けて医療・介護機能の再編が進み
つつあります。この流れの中で、チーム医療への積
極的な参画を求められて企画したのが「検査説明・
相談ができる臨床検査技師育成講習会」です。また、
一般社団法人に求められる公益事業として「検査と
健康展」を１１月３０日に祇園イオンモールにて開
催いたしました。予想をこえる参加をいただき盛会
に終えることができました。ボランティアで参加さ
れた皆様に改めてお礼申し上げます。
今年は大きな取り組みが２つあります。一つは「検
査と健康展」であり、全国中央会場として規模を拡
大して開催する予定です。もう一つは「検体採取等
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「検査と健康展」無料健康検査を実施（イオンモール広島祇園）
の横崎先生、東京女子医大の小田桐先生の総勢38名
のスタッフが従事しました。
会場はパネルにより仕切られ、会場外側のパネル
には臨床検査についてのポスターを展示してスタッ
フによるパンフレット配布を行いました。会場内は
検査を実施する場として、血管年齢（CAVI 検査）2
台、喫煙検査（呼気中 CO 検査）2 台、肺年齢（肺機
能）2 台、骨年齢（骨密度測定）4 台、肥満検査（体
組成測定）1 台、糖尿病検査（簡易血糖測定）4 台が
準備されました。検査を希望される方は受付で予約
票を受け取って検査を受け、結果を聞くという流れ
です。
検査を担当するスタッフは、イベントが始まる前
に説明を受け、スタッフ同士で練習をしました。は
じめは機器の使い方に慣れず手間取ることもありま
したが、だんだんと手際よくできるようになりまし
た。
検査項目
2014 年 11 月 30 日（日）午前 11 時から午後 3 時

測定人数（人）

血管年齢（CAVI 検査）

93

まで、イオンモール広島祇園の 1 階エキチカコート

喫煙検査（呼気中 CO 検査）

14

において『全国-検査と健康展-広島会場』という名

肺年齢（肺機能）

101

称の元、日臨技と広臨技共催の「検査と健康展（無

骨年齢（骨密度測定）

159

料健康検査）」が開催されました。

肥満検査（体組成検査）

69

糖尿病検査（簡易血糖測定）

265

このイベントは一般社団法人日本臨床衛生検査技
師会および各都道府県臨床検査技師会が共同企画し、
11 月を「臨床検査と健康・普及啓発月間」と定め、

日曜日で買い物客も多く、また無料で検査が受け

この期間内に全国47 都道府県で「検査と健康展」を

られる魅力もあったようで、たえず人が訪れました。

実施、今年は長崎県佐世保市を中央会場として11月8

来場者は、中高年の方が中心でしたが、少ないなが

日に開催され、その他の県は地方会場として行われ

ら若い方も検査を受けていました。また、検査を受

たものです。

けた方の多くが結果について熱心に聞かれていまし

この企画は、国民の健康づくりや生活習慣病の早

た。中には、「検診は受けたことがない。」という方

期発見のため、臨床検査に関する正しい知識の普

もあり、日常では縁がなかった検査を身近な場所で

及・啓発を行うとともに、臨床検査技師の業務内容

体験できて、さらに関心をもってもらえたようです。

や臨床検査そのものに理解を深めてもらうことを目

こういったイベントを通じて自分の健康について

的としていました。

考えるきっかけとなり、検診受診や検査知識の向上、

広島県臨床検査技師会では、①健康チェック（6種
類の検査と説明）
示

また臨床検査技師の認知に繋がればいいと思います。

②健康ポスター、パネル等の展

来年は広島が中央会場となるそうです。今回以上

③医師による健康相談 ④リーフレット、パン

に内容の充実を図っていきたいと感じました。

フレット等の配布を行い、広臨技会員36名のボラン

（柏原倫子）

ティアと、日本臨床検査専門医会から広島大学病院
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検査と健康展を開催して

〜副会長コメント〜

『全国-検査と健康展

は 10 数人の行列が出来ていました。午前 11 時、ス

-広島会場』は、日臨技

タッフ全員に「これから検査を始めます。」という声

と広臨技共催の「検査と

掛けから健康展が始まりました。スタッフは日頃の

健康展」として無料の検

仕事とは違い慣れない受け付けで戸惑いもありまし

査などを実施すること

たが、丁寧な説明と笑顔で次々と受検者に対応して

が出来ました。これは、

いました。

日臨技が 11 月を「臨床

当日は、近くの会場で広島カープのトークショー

検査と健康・普及啓発月

が企画されていたので、多くの来店客があり健康展

間」と定め、この期間内

にも興味を持って参加して頂いたようでした。開催

に 全国 47 都道府県の各地で「検査と健康展」を一

時間は、午前 11 時から午後 3 時までの４時間でした

斉に実施することを企画したことから始まりました。

が、人の流れが途切れることなく検査を行うことが

この事業は、住民の健康づくり、生活習慣病の早期

出来ました。

発見、定期的な健康診断の重要性を説くとともに、

平成 27 年度は、広島県を全国の中央会場として開

臨床検査の 正しい知識と普及・啓発を行い、国民の

催することが決まっています。より多くの広臨技会

意識高揚を図ることを目的としています。

員のボランティアスタッフの協力を得て、学童期や

午前 9 時頃に広臨技の理事が集まり始め、 午前 10

青年期の若い世代にも臨床検査の世界や臨床検査技

時前にはボランティア参加して頂いた広臨技会員や

師への興味を持っていただくための企画も取り入れ

賛助会員も全員が集合して、会場の設定と機器の準

たいと考えておりますのでみなさまからも企画の提

備に入りました。受付での手順・チケット配布方法

案をよろしくお願いします。
（担当副会長 足免弘章）

の打ち合わせ、受付台帳の準備などと、慌ただしく
準備を進めて検査機器のテストを終えると、受付に
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「世界エイズキャンペーンｉｎ福山」レポート
「世界エイズキャンペーンｉｎ福山」に参加して
福山医療センター
曲田亜優美
この度社会人になり、レッドリボンキャンペーン
に参加しました。
学生時代に広島市のレッドリボンキャンペーンに
2 回参加したことがありましたが、臨床検査技師にな
り、今回は検査まで携わることができ、とてもやり
がいがありました。
検査の呼びかけの際には、嫌な顔をする方や無視
をする方もいましたが、中には立ち止まって何の検
12 月 1 日の世界エイズデーに先駆けて、11 月 29

査をするのか、どこで検査をしているのかと興味を

日(土)、さんすて福山で「世界エイズキャンペーン

持ってくださる方もいて、嬉しく感じました。

ｉｎ福山」が行われ、今回はボランティアとして参

今回のボランティアを通じて、もっとたくさんの

加しました。

方に HIV、エイズについて興味を持ってもらい、検査

技師会からは 9 名の参加があり会場設置、パンフレ

を受けて欲しいと思うと同時に、次回のレッドリボ

ットの配布、ＨＩＶ迅速検査を行いました。今年は、

ンキャンペーンにもぜひ参加し、より多くの人に興

思ったよりも人通りが少なかったためか、迅速検査

味を持っていただけるようにこの活動を広げていき

は定員 50 名でしたが、実際の検査希望者は 29 名で

たいと思いました。

した。

貴重な体験をさせていただき、ありがとうござい

パンフレット配布時もなかなか受け取ってもらえず、

ました。

一般市民のエイズへの関心のはまだまだ低いと感じ
ましたが、このキャンペーンをきっかけとして一般
市民の方がエイズに対する正しい認識と知識をもっ
て頂ければと思います。
まだ、エイズキャンペーンに参加したことのない方、
来年はぜひ参加してみませんか？
（安保裕子）

呉地区レクリエーション ボウリング大会を終えて
呉地区委員 森實

夏子（済生会呉病院）

11 月 28 日、呉マリンボウルにて呉地区恒例のボウ
リング大会が行われました。今年は参加人数が昨年
の 50 名から 34 名に減少してしまいましたが、人数
が減った分、賞品の当たる確率が上がるということ
で、みなさん意気込んでいました。
呉地区理事の有谿技師からの開会あいさつ、昨年
度女性優勝 呉医療センターの田中美帆技師の始球
式でゲームが開始されました。各レーン大変盛り上
がっており、中でも有谿技師は 5 回連続のストライ
クを出し、歓声が上がっていました。
有谿技師は計 354 点を出し、堂々の優勝。準優勝
は、同じく済生会呉病院の為数ひとみ技師、3 位は広
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各表彰は、下記の通りです。(HDCP：女性は 10 点/1G)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
＜個人賞＞
優勝
有谿俊一（済生会呉病院）354（1G：159 2G：195）
準優勝 為数ひとみ（済生会呉病院) 339（1G：186
2G：153）
３位
籔本大輔（広島和光）
326（1G：157 2G：169）
ブービー賞 安村 奈緒子技師（呉医療センター）
＜団体賞＞
済生会呉病院
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

島和光の籔本大輔さんでした。為数技師は女性なが
らも 339 点を出すという大健闘を見せました。私自
身は 34 名中 30 位という結果でしたが、この 1、2 位
の二人の活躍により、済生会呉病院が団体賞を頂く
ことができました。このほかブービー賞、飛び賞 14
名の方が賞品を獲得しました。
入賞されたみなさん、おめでとうございます。参
加されたみなさん、お疲れ様でした。来年も開催予
定ですので、みなさんぜひご参加ください。

第 21 回福山医学祭に参加して
成果を惜しみなく発表されました。会場には検査技
師以外の医療従事者も多く参加し、専門分野を越え
ての活発な質疑応答が飛び交って充実した学会でし
た。
午後からは、川崎医科大学神経内科特任准教授の
片山禎夫先生が『認知機能が低下したときのリスク
マネージメントから最先端医療～認知症ケアパスの
重要性～』と題して、市民公開講座が行われました。
認知機能が低下した患者や、支えるその家族の立場
に立った考えを医療関係者でない方にも分かりやす
くご講演されました。認知機能と心の関係は深く、
認知機能が低下すると心も傷つきやすいことなどを
新たに知りました。参加者が非常に多く、125 名もの
一般市民の方の参加があり、座席が足りず立ったま
ま聴講される方がおられるほどの大盛況でした。
毎年この晩秋に福山医学祭は開催され、広臨技の
生涯教育点数
（参加 20 点）
の対象にもなっています。
どの地域からも参加可能ですので、医療の業種の垣
根を越えて、様々な視点から医療を考えてみません
か？
（世良美保）

11 月 30 日（日）に福山市医師会館にて第 21 回福
山医学祭が開催されました。福山医学祭は福山市医
師会をはじめとする 12 の団体の協賛で開催されてお
り、午前の部では医師、コメディカルほか多業種の
医療従事者の演題発表が行われます。午後からは一
般市民の方も参加され、講演とディスカッションが
行われる年に一度の催し物です。今年は総勢 806 名
の参加がありました。
今回は併設の看護学校講堂での口述発表が 70 題、
5 つの会場に分かれてのポスター発表が 42 題あり、
計 112 題が発表されました。そのうち検査技師によ
る発表ではポスター発表が 4 題あり、日頃の研究の
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【教育講演 2】
「糖尿病透析予防指導の実際」
糖尿病看護認定看護師 岡山大学病院
外来 副看護師長 大橋 睦子 先生
【特別講演】
「糖尿病専門医は こうみる!!」
倉敷中央病院 糖尿病内科 主任部長
松岡 孝 先生
■問い合わせ先：
倉敷リバーサイド病院 臨床検査室 中川 裕美
TEL：086-448-1111
Ｅ-mail：hn8226@kchnet.or.jp

血液研修会のお知らせ
～講義と鏡検実習（骨髄編）～
■日時：平成 27 年 2 月 21 日（土）14 時～18 時
■場所：広島大学医学部
基礎講義棟２階形態実習室
■内容：
講義 1「悪性リンパ腫の診断と治療（仮）」
広島大学原爆放射線医科学研所
一戸 辰 先生
鏡検実習（3 症例を予定してます）
症例解説
■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

平成 26 年度日臨技・広臨技主催

検査説明･相談ができる
臨床検査技師育成講習会

糖尿病療養指導講演会
「糖尿病合併症にどう向き合うか？」

表題の講習会について、申し込み開始から約 3 週
間で定員を大きく上回る参加申し込みを頂き、誠に
ありがとうございました。
申し込み締め切り日前に申し込み受付を終了させ
ていただいたことに深くお詫び申し上げます。現在、
受講者の皆様に満足していただける講習会にしよう
と実務委員一同、講習会開催に向けて準備をしてお
ります。また、今回受講できなかった皆様には来年、
再来年の受講をお考えいただきたく存じます。平成
27 年度は時期未定ですが東部地区で開催、平成 28 年
度は広島地区での開催を予定しております。
■日時：平成 27 年 1 月 24 日（土）
～1 月 25 日（日）
■場所：広島市立広島市民病院 10 階講堂
■問い合わせ先：広島市立安佐市民病院 中島 静
TEL：082-815-5211（内線 3503）

■日時：平成 27 年 1 月 18 日（日）
13：00～16：30（12:30 より受付）
■会場：川崎現代医学教育博物館
■参加費：500 円
技師会会員・その他各職種関連団体の会員
（看護師・栄養士・薬剤師・理学療法士・
臨床工学技士など）
・非会員 3,000 円
（検査技師会に所属していない検査技師）
■プログラム
【教育講演 1】
「神経伝導検査で糖尿病を評価しよう!」
臨床検査技師 川崎医療短期大学 准教授
所司 睦文 先生

第３回一般検査研修会のご案内（香川県臨床検査技師会）
■日時：平成 27 年 1 月 25 日（日）
10：00 ～ 16：00 (受付開始 9 時 30 分から)
■会場：香川県社会福祉総合センター
第一中会議室
■テーマ：
「検体検査における未病、教育を指標す(しるす)」
■会費：1,000 円（弁当代含む）
■生涯教育研修：専門教科－２０点
（会員証を必ずご持参下さい）

■定員：80 名程度
■申込み：事前登録
（日臨技ホームページより会員番号でログインし
【生涯教育】行事検索/事前申込を選択し、申込登
録をお願いします。
）
■締切日：1 月 16 日（金）17:00 まで
尚、香川県社会福祉総合センターの駐車場は有料
です。近くに番町地下駐車場もあります。
■問い合わせは・・・
香川県臨床検査技師会 事務局
さぬき市民病院 臨床検査科 担当 梶川知恵
TEL 0879-43-2521
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第 32 回広島県医学検査学会の案内（第３報）
◆日時：平成２７年２月２８日（土）～３月１日（日）
◆場所：広島 YMCA 国際文化ホール
◆テーマ：変革する医療、今こそ挑戦の時
◆プログラム
第１日目 ２月２８日（土）
時

間

内

13：00～13：30

受付

13：30～14：45

会員のための情報交換会

14：50～17：00

シンポジウム「検査最前線」

18：00～20：00

懇親会

第２日目

容

～集まれ広臨技-いろんな情報教えます～

３月 1 日（日）
時

間

内

容

9：00～9：30

受付

9：30～11：50

一般演題

12：00～13：10

ランチョンセミナー

13：20～13：25

表彰式

13：25～14：15

教育講演「夢の架け橋」

14：20～14：35

臨床検査プロモーションタイム

14：35～15：35

市民公開講座「肺がんに対する低浸襲手術」広島大学病院

15：35～15：40

閉会式

【第 32 回広島県医学検査学会

広島大学大学院

有尾一郎 助教

岡田守人 教授

懇親会申込みについて】

懇親会参加ご希望の方は、下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込みください。
◆日時：平成 27 年 2 月 28 日（土） 18 時～
◆会場：ANA クラウンプラザホテル広島 3F アカシア
◆会費：6000 円（学会受付時に徴収いたします）
◆申込締切：平成 27 年 2 月 13 日（金）先着 150 名まで
◆参加申込先：FAX 082-502-6031（広臨技 事務所）
◆問合せ先：広島市立広島市民病院 河野 永井まで TEL（082-221-2291）

第 32 回広島県医学検査学会

懇親会参加申込書

（参加施設名：
会員番号

氏

）

名

会員番号

7

氏

名

☆求人のご案内（平成

26 年 12 月 7 日現在）

受付 受付日
施設名
No
265 平成26年12月2日 グランドタワー
メディカルコート

雇用形態 雇用期間

募集業務内容

その他・勤務時間など

正社員

平成27年2月～

臨床検査業務全般

平成27年4月～

生理検査

40歳まで
勤務時間 7:30～17:00
または 8:30～18:00
当直あり
勤務時間 8：30～17：15
日曜祝日の勤務あり
勤務時間 8：30～17：30
（シフト制）
勤務時間 9：00～18：00、
9：00～13：00（交代で週1回）
勤務時間 8：30～17：15
勤務時間 9：00～17：00
（多少のシフトは可能）
呼出あり
勤務時間 8：30～17：15
勤務時間 8：30～20：00の
間で要相談
29歳まで
勤務時間 8：30～17：30
勤務時間（3種類あり）
8：30～17：15、8：30～14：15、
8：30～15：15

264

平成26年12月2日 広島大学病院

正社員

263

平成26年10月9日 馬場病院

正社員
随時
臨時職員

臨床検査全般

262

平成26年10月6日 武市クリニック

正社員

随時

検査全般

261
260

正社員
パート

随時
随時

259
258
256

平成26年9月8日 太田川病院
平成26年8月12日 広島大学大学院
病理研究室（第二病理）
平成26年8月12日 荒木脳神経外科
平成26年7月25日 県立広島病院
平成26年6月30日 広島市医師会検査センター

正社員
随時
臨時職員 9/25～1/14予定
パート
随時

臨床検査業務全般
病理学研究教育
補助業務
臨床検査業務全般
臨床検査
細胞診

255

平成26年6月12日 村上記念病院

正社員

随時

臨床検査・生理検査

253

平成26年6月12日 広島市立広島市民病院

臨時職員 平成26年7月～

臨床検査業務全般

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、1 月 8 日です。

広臨技 会員専用メーリングリスト「広臨技 ML コミュ」(参加募集)
広臨技MLコミュは、広島県臨床検査技師会の会員による会員のためのコミュニケーション
の場としてメーリングリストを運用しています。
平成27年より広臨技から会員への連絡手段として、これまで以上に活用していきます。
すべての会員施設の参加登録をお願い申し上げます。

参加申し込みはこちら

会員番号、氏名、施設名を明記して･･･
E-Mail webmaster@hiroringi.or.jp
ホームページは
http://www.hiroringi.or.jp/ml/
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