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第 32 回広島県医学検査学会開催される

第 32 回広島県医学検査学会が、平成 27 年 2 月 28
日（土）～3 月 1 日（日）の 2 日間「変革する医療、

われ、最前線の検査について会場全体で知識を深め
ました。

今こそ挑戦の時」をテーマに、広島ＹＭＣＡ国際文
2 日目の午前は、一般演題 16 題の発表が行われま

化ホールにて開催されました。
学会開催前に「会員のた

した。今回、予定を超える応募があり 1 演題の発表

めの情報交換会」が行われ、

時間厳守ということで、非常にタイトなスケジュー

水野会長より、昨年 6 月の

ルとなってしまいました。十分な質疑応答の時間を

法改正で味覚検査・嗅覚検

確保することが叶いませんでしたが、演者・座長の

査・検査のための検体採取

円滑な発表・進行で、無事予定時間内で終えること

が認められたことに伴い

ができました。ランチョンセミナー２題では、お弁

「検体採取等に関する講習会」の受講が義務付けら

当を食べながらでは申し訳ない、姿勢を正してお聞

れ、広島でも３月から始まるとの話がありました。

きしたい内容でした。

また、この法改正にも力を発揮した日本臨床検査技
師連盟の加入率が 5％台と低いこと、臨床検査技師の
地位向上・職域拡大には政治力が必要不可欠なため
是非入会して貰いたいとのお願いもありました。さ
らに、広臨技からの情報・連絡をリアルタイムに共
有するためメーリングリスト（広臨技 ML コミュ）へ
の案内がありました。
学会最初のプログラムでは、「検査最前線」をテー

教育講演の伸縮可能なモバイルブリッジを開発さ
れた有尾先生のお話は、50 分の予定時間ではおさま

マにシンポジウム形式で 4 名の技師の発表がありま

らず、残念ながら質疑の時間がカットされてしまい

した。発表後、4 名の発表者とディスカッションが行

ましたが、普段耳にすることが少ない工学研究のお
話を興味深く聞くことが出来ました。
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内歩行が可能となり、術後
3～5 日で退院できるとのこ
とでした。肺がんと診断さ
れた際には、是非先生にお
願いしたいなと思いました。
最後に、飯伏義弘実行委員長の挨拶があり、２日
間の学会は無事閉会しました。
２日間の学会で、正会員 284 名、賛助会員 31 名、

市民公開講座では、世界のスーパードクターとし
てテレビにも出演された岡田守人先生より、肺がん
手術の最前線のお話でした。岡田先生の提唱される

学生 33 名の参加、市民公開講座では一般の方 23 名
の参加があり、合計 371 名でした。
（文：山本健一、写真：濱田麻紀）

内視鏡手術（Hybrid-VATS）では、手術翌日から病棟

第 34 回広島県臨床検査精度管理向上研修会
2 月 11 日（水・祝）14：30 より広島医師会館にて第 34 回広島県臨床検査精度管理向上研修会が開催され、
平成 26 年度精度管理調査結果が報告された。参加施設数は 165 施設であった。なお、今回から日本臨床検査
技師会の Web システム「JAMTQC」を用いて、調査を実施した。
・血液型のおもて・うら検査の基本について、ガイ
ドラインに従った手技の見直しも必要である。
・形態学部門の一般検査では、赤血球形態のガイド
ラインをしっかり押さえる必要がある。
・病理検査部門のコンパニオン診断における検査の
指針に沿った検査業務の遂行が大切となる。
・生理検査部門では生理検査に携わる技師のスキル
の高さが際だった。

調査検査は生化学、免疫、血液、輸血、フォトサ
ーベイ 6 分野、尿定性、グラム染色（スライド標本）
が実施され、各分野より結果・考察が報告された。
また「次世代臨床検査の創生に向けて～検査部長
の立場から～」と題して、国際医療福祉大学熱海病
院検査部教授、〆谷直人先生より特別公演が行われ
た。
総 評
臨床検査精度管理推進委員会 西阪隆先生より以
下の様な総評があった。
・臨床科学分野においてウェットケミストリーは良
好となっており問題ないが、ドライケミストリー
方法は依然として若干のばらつきがある。次回か
らさらなる検討を行い来年からの改善を進めたい。
・Web 回答で入力ミス等もあった。誤記入をなくすダ
ブルチェックが必要となる。

またワーキンググループ長 室暢彰技師からは
以下の様な総評があった。
・Web システム使用による回答方法が変更し、「入力
ミス」もあったので、よりいっそうの注意が必要
となる。
・フォトサーベイでは、設問中に臨床情報や患者背
景が含まれており、様々な情報を総合的に考えて
の判断が必要である。
・サーベイの結果、報告、資料等をしっかり復習し
てスキルアップ、知識習得に努力してください。
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平成 26 年度 第 5 回理事会報告
平成 27 年 2 月 28 日（土）10 時より広臨技事務所にて、第 5 回理事会が開催されましたので報告致します。

＜報告事項＞

【渉外法規】

【会長より】

 ピンクリボンｄｅカープを５月１７日に行う。ボラ

 第 106 回日本循環器学会中国・四国合同地方会が
愛媛県で６月１９、２０日に開催される。広臨技の

ンティアの募集は速報４月号に掲載する。
 技師会は参加しないが３月１３日にピンクリボン
ｄｅ広響が広島文化ホールで開催される。

ホームページからリンクできるようにした。
 平成２７年１１月２１日、２２日に開催される第 5
回中四国臨床工学会の後援の依頼があり承認した。
 ２月１１日に医師会と共同開催で第３４回広島県

【広報】
 速報４月号の締め切りは３月９日。
 会報を毎年発行し年度が終了後に次年度の準備を
始めるため、原稿依頼があればお願いする。

臨床検査精度管理向上研修会を行った。
 広島県診療放射線技師会、
創立 65 周年記念式典 に

 学術誌は３月３日に発送する。
 情報システムより、メーリングリストの登録を引き

２月２８日出席する。
【事務局】

続きお願いしたい。また、執行部からの情報発信用

 平成２７年１月３１日の新春祝賀会の会計報告に

のテンプレートを作成中である。
【その他】

ついて。
 平成２７年６月１３日に表彰式、総会を開催する、

 検査説明・相談の講習会について。平成２７年

その後、表彰祝賀会を行う。活動報告および活動方

１０月２４、２５日に福山市民病院で開催する。

針案の締め切りを３月末とする。

広島で開催したとき準備不足があったので、東

 来年度の新春祝賀会は平成２８年１月１６日（土）
会場はＡＮＡクラウンプラザホテル広島で行う。

部では早めに募集する。
 平成２６年度臨床検査精度管理調査報告書で生化

【経理】

学のＮａ、Ｋの集計表に誤りがあった。医師会を

 決算処理が２部門あった、地区も事業が終わり次第

通じて誤りの報告があると思われる。
 県学会について飯伏実行委員長から説明があった。

早急に会計処理をお願いしたい。

【地区報告】
＜広島地区＞
 広島西部地区のレクリエーションを２月７日に広島パークレーンで行い、参加人数は４４名であった。

＜呉地区＞
開催日
2015/2/10
2015/2/18

事業名

参加人数
19 名
31 名

呉地区血液研修会
呉地区研修会

 第４２回呉地区七夕学会は平成２７年６月２０日（土）に決まった。会場は大和ミュージアム（大和ホー
ル）。プログラムは一般演題、広島で開催した検査説明・相談の技師育成の講師であった岡野浩二先生に
よる患者心理、国際医療福祉大学教授の渡辺清明先生による教育講演とする。
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＜東部地区＞
開催日
2015/01/29
2015/02/05

事業名
第５回生涯教育講座（東部地区）
第２回東部地区血液研修会

参加人数
61 名
24 名

 来年度の県学会は尾道にて平成２８年２月２０、２１日の２日間、尾道市民センターむかいしまで行う
予定である。また懇親会はグリーンヒルホテル尾道を予定している。
＜東広島地区＞
開催日
2015/02/12
2015/02/24

事業名
東広島地区研修会（大腸がんの診断と内視鏡的治療）
東広島地区意見交換会

参加人数
14 名
36 名

＜討議事項＞

【東部地区】

【会長より】

 県学会は尾道市と共催であれば会場費が無料にな

 検体採取に関わる指定講習会について

る。共催は困難なため後援として開催する。

① 3 月 21、22 日、②6 月 6、7 日、③9 月 12、13

【その他】

日、④11 月 21、22 日、⑤12 月 12、13 日、⑥1

 広臨技年間計画カレンダーの作成について

月 23、24 日の６回開催する。

 次年度の事業計画カレンダーの作成について各部

１月に関しては耳鼻科学会の関係で未定である。

局、地区理事へのお願い。
 年間計画があれば賛助会員の方は、それを考慮に入

他の日程については決定。
実務委員を担当開催県から選出する。

れ研修会の計画を立ててくれます。また賛助会員の

６月以降は受講と実務委員の兼務は可能である。

研修会もグーグルカレンダーに入力することに決

役員を５回に分けて実務委員を選出する。

まった。そのお知らせを４月速報に賛助会員に知ら

【経理】

せる。３月２０日までに学術部長、各地区に年間予

 来年度の予算案について経理部長から説明があり

定表のフォーマットに入力してもらう。

承認された。

【次回の予定】

 年間２０事業は日臨技から補助金（５万円）がでる。

 ４月１６日（木）に 17 時から常務理事会、理事会
を 18 時 30 分から行う。

研修会を企画する上で役立てていただきたい。

平成 27 年度 広臨技生涯教育講座のご案内
生涯教育講座は多方面にわたる内容となっており、各分野における専門の先生にわかりやすく解説していた
だきます。全て生涯教育研修履修で獲得しがたい基礎点となっています。修了証書の取得を目指す方はぜひご
参加ください。（日臨技の各種認定試験の受験資格には修了証書が必要です。）
1）生涯教育講座予定 （基礎：２０点）

広島地区（定員 175 名） 東部地区

第１回 「 画像診断（CT・MRI） 」（仮題）

５月１４日（木）

５月２８日（木）

第２回 「 臓器移植ネットワーク 」
（仮題）

７月

８日（水）

７月２３日（木）

第３回 「 コミュニケーションスキルアップ 」（仮題）

９月１０日（木）

９月１７日（木）

１１月１２日（木）

１１月２６日（木）

１月１４日（水）

１月２８日（木）

第４回 「 動物の医療 」（仮題）
第５回 「 小児の骨髄移植 」
（仮題）
2）場所

広島地区 （1～5 回）

広島市立広島市民病院 10 階講堂

東部地区（1・3・5 回）

福山市医師会館

（2・4 回） 尾道市立市民病院
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3）時間

広島地区 １８：３０～２０：００
東部地区 １８：４５～２０：１５

4）受講料 2,000 円（第１回目に集金します。）
※申し込みされた方には、必ず受講料をお支払いいただきます。
5）受講方法 毎回、会員証・受講票を持参して下さい。
6）申し込み方法
①E-mail での申し込み（事務処理軽減にご協力下さい。）
受講地区・施設名・電話番号・会員番号・氏名を入力し、件名に「生涯教育講
座申し込み」としてお申し込み下さい。
②広臨技ホームページからの申し込み
URL: http://www.hiroringi.or.jp/index.html
※広臨技ホームページの左メニュー「●生涯教育講座」をクリックして、
申し込みフォームに必要事項を記入し、
「送信」を 1 回クリックして下さい。
「申し込み完了」の画面が表示されれば手続きは完了となります。
② ＦＡＸまたは郵送での申し込み
下記の受講申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又は郵送で（はがき申込可）
お申し込み下さい。
注)出来るだけ施設ごとに取りまとめて申込をお願いします。
電話による申し込みは受け付けません。
出来るだけ E-mail で申込お願いします。
7）申込締切 平成２６年４月１５日（水）

※申込の受付期間が短いのでご注意ください。

＊広島地区は申込受付先着順といたします。
8）申し込み先 （E-mail） syougai@hiroringi.or.jp （生涯教育委員会専用アドレス）
（ＦＡＸ） ０８２－５０２－６０３１ （広臨技事務所 FAX）
（郵送）

〒730-0013 広島市中区八丁堀 6-10 グレイスビル 801 号
一般社団法人広島県臨床検査技師会

あて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ＦＡＸ送信先（０８２）―５０２－６０３１
一般社団法人

広島県臨床検査技師会

宛

生涯教育講座受講申込書
受 講 地 区：

・広島地区

・東部地区

（どちらかに○印）

施設名・所属：
Ｔ

Ｅ

Ｌ：

会員番号

（

）
氏

－
名

会員番号
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氏

名

研修会案内
■内容：
1.平成 26 年度広島県精度管理報告～病理部門～
広島市医師会臨床検査センター 福原由美技師
2.平成 26 年度広島県精度管理報告～細胞診部門～
福山市民病院 山田貴之技師
3.平成 26 年度日臨技精度管理報告～病理部門～
呉医療センター中国がんセンター
坂根潤一技師
4.平成 26 年度日臨技精度管理報告～細胞診部門～
呉医療センター中国がんセンター
坂根潤一技師
5.認定病理検査技師制度について
～第 1 回認定試験を受験して～
呉医療センター中国がんセンター 田中美帆技師
■問合せ先：呉医療センター中国がんセンター
病理診断科 田中美帆
TEL：0823-22-3111

生物化学分析部門＆広臨技標準化委員会
合同研修会
■日時：平成 27 年 4 月 11 日（土）14：00～17：00
■会場：ホテルチューリッヒ東方 2001
3 階レオポルト
■報告：平成 26 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 吉島病院 室 暢彰技師
血液部門 広島赤十字・原爆病院 塔村亜貴技師
■講演：
「Excel でどうにかなりませんか？
統計処理」
池内情報システム 池内 実 先生
■問い合わせ：広島赤十字・原爆病院
米田登志男・岡山 翼（Tel: 082-241-3111）
平成 27 年度第 1 回 病理細胞領域研修会
～精度管理報告会～
■日時：平成 27 年 4 月 26 日 13:00～17:00
■場所：JR 西日本 広島鉄道病院 2F 大会議室

「ピンクリボン de カープ」ボランティア募集
対 DeNA 戦（デーゲーム）
毎年恒例となった「ピンクリボンｄｅカープ」乳がん予防啓発キャンペーンを今年も開催します。
キャンペーンのお手伝いをして頂けるボランティアを募集します。お手伝いをして頂ける方は必要事項を記入
の上、E-メール（もしくは FAX）にてお申し込み下さい。
日時：平成 27 年 5 月 17 日（日） ８時 30 分集合（試合開始 13：30）
 詳細については後日連絡します。
場所：マツダスタジアム
内容：会場づくり、グッズ類の搬入、協賛品の袋詰め・協賛品渡しなど
募集人員：４名程度
締め切り：平成 27 年４月１５日（水） （定員になり次第締め切ります)
申し込み先：吉島病院

大塚

その他：協力謝礼金 3000 円

otsukat54@yahoo.co.jp もしくは FAX(082)249-2536
お弁当支給、カープ・ピンクリボンコラボ T シャツ支給

尚、詳しいことが知りたい方は吉島病院

大塚 Tel(082) 241-2167 までお問い合わせ下さい。

イベントの詳細は「ブレストケアピンクリボンキャンペーン in 広島」<http://breastcare-h.com/>
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
施設名

：

電話番号
会員番号

※ピンクリボン T シャツを

：

持っていない方のみ

氏 名

メールアドレス
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T シャツサイズ

M

・

L

M

・

L

広島・西部地区レクリエーションのご案内
広島・西部地区理事

この度，広島・西部地区レクリエーションを下記の通り，企画いたしました。

～七夕の夜 パーティーベランダでカープを応援しよう！！～
広島・西部地区の皆さま 多数ご参加ください

地元カープの応援をするとともに，会員相互の親睦と意見交換を目的に，広島・西部地区レクリエーション
を開催いたします。今回は，“パーティーベランダ”での企画です。広々とした立食スペースのある個室です。
奮ってご参加いただきますよう，ご案内申し上げます。

＜募集要項＞
日時：

平成 27 年 7 月 7 日（火) 対 横浜 DeNA ベイスターズ

18 時

試合開始

開催場所：MAZDA Zoom－Zoom スタジアム 広島
広島市南区南蟹屋 2 丁目 3 番１号
（株）広島東洋カープ TEL 082-554-1000
集合場所：広島 PARCO パーティベランダ

18 時 食事開始

会場情報：http://www.carp.co.jp/ticket/zaseki/partyfloor.shtml - partyveranda
募集人数：120 名（広島・西部地区会員，賛助会員，広島・西部地区会員家族）
参加費：

広島・西部地区会員 6000 円，賛助会員および会員家族 7000 円
（観戦料＋フードプラン 3000 円付）

申込期間：平成 27 年 4 月 6 日（月）～4 月 17 日（金）
申込み先：広島県臨床検査技師会ホームページからオンライン申込みでお願いします。
広臨技サイトのトップページ→左メニュー「●レクリエーション申込み」
申込み入力フォームにて、必要事項を入力し「送信」してください
問合せ先：三舛 正志 （ミマス マサシ）
JA 広島総合病院 臨床研究検査科
メール：snowmanmimasu@gmail.com
電話 ：0829-36-3111（内線 5304）

＜注意事項＞
1） 申込みは，先着順です。120 名に達した時点で，終了とします。
2） 申込み期間終了後のキャンセルは，受け付けません。
3） 参加費は，当日，集金いたします。可能な限り施設内で取りまとめてください。
4） 当日欠席しても，参加費の支払いは生じますのでご了承ください。
5） チケットは，試合の１か月前までに，施設へ送付する予定です。
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事務局からのお知らせ
賛助会員の皆様へ《研修会予定掲載のお願い》
平成 27 年 4 月から、賛助会員主催の研修会の予定を、ホームページ上の行事予定表
（Google カレンダー）に掲載することとなりました。
掲載希望の研修会がありましたら下記まで電子メールにてお知らせください。
 送信先アドレス ：

koho@hiroringi.or.jp（広臨技広報部代表メール）

 送信いただいた研修会情報は広報部が掲載の対応を致します。
掲載に必要な情報は以下の通りです。
 研修会の開催日時
 研修会の開催場所
 研修会名（テーマ、内容がわかる情報）
※ この件に関するお問い合わせも上記（広報部代表メール）あてによろしくお願い申し上げます。

求人のご案内（平成 27 年 3 月 18 日現在）
受付 NO

平成 27 年
受付日

272-2

3月5日

272-1

271

3月5日

3月5日

施設名
広島県
環境保健協会
広島県
環境保健協会
広島大学病院

雇用形態
臨時職員
正社員

正社員

雇用期間

募集業務内容

平成 27 年

健診業務、生理、

① 半日 9：00～13：00

4 月～

検体検査など

② 健診時間による

平成 27 年

健診業務、生理、

早朝、宿泊勤務あり

4 月～

検体検査など

勤務時間

8：30～17：30

検査、特に乳腺エコ 勤務時間

8：15～17：15

平成 27 年
4 月～

超音波を含む生理
ーができる方
採血、POCT、エコー

270

2 月 10 日

おだ内科
クリニック

パート

その他・勤務時間など

（腹部）腹部エコー

随時

勤務時間

14：30～17：30

指導できれば望ま

（シフト可）

しい
268

2月9日

267

1 月 23 日

受付 NO

平成 26 年
受付日

266

12 月 25 日

264

12 月 2 日

呉医師会

正社員

平成 27 年

臨床検査センター

パート

4 月～

臨時職員

随時

雇用形態

雇用期間

岡崎病院

施設名

緑井脳神経外科

グランドタワー
メディカルコート

263

10 月 9 日

馬場病院

262

10 月 6 日

武市クリニック

261

9月8日

太田川病院

正社員
パート

正社員
正社員

臨床検査全般
臨床検査主に
エコー検査

全般、看護補助

平成 27 年
2 月～

8：30～17：15

勤務時間 8：30～17：30

その他・勤務時間など

勤務時間 8：30～18：30
40 歳まで

臨床検査業務全般

勤務時間 7：30～17：00、
または 8：30～17：15

随時

臨床検査全般

正社員

随時

検査全般

正社員

随時

臨床検査業務全般

臨時職員

勤務時間

募集業務内容
MRI など臨床検査

随時

9：00～12：00

日曜・祝日の勤務あり
勤務時間 8：30～17：30（シフト性）
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

広報部連絡・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、4 月 13 日です。
）

※次号（速報 5 月号）は総会資料掲載のため、5 月連休明けの発送となります。･･･ご了承ください。
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