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平成 27 年度 広島・西部地区
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平成 27 年度 東部地区新入会員
オリエンテーション<<報告>>

ご案内 << Information >>
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第 33 回 広島県医学検査学会（第２報）
全国「検査と健康展」ボランティア募集
輸血検査相談箱のご案内

研修会・講習会<< Study >>
５

血液検査、一般検査部門の研修会案内
ほか

平成27年度広島県臨床検査データ標準化事業からのお知らせ
試料送付

：10月6日（火）クール宅急便にて発送（10月7日（水）に到着予定）
試料は、プール血清と全血の２種類でそれぞれ別発送となります。
試料測定
：臨床化学・免疫血清（プール血清）10月7～9日
血液・ヘモグロビンA1c（全血）10月7日
結果入力
：10月14日（水）までに標準化事業参加施設専用のメーリングリストより各施設で入力
結果速報
：11月中にWEB上で掲載予定
研修会
：10月下旬～11月上旬開催予定
内部精度管理：12月末までに日臨技ホームページより各施設で入力
報告会
：平成28年開催予定
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平成 27 年度広島・西部地区レクリエーション＜報告＞
広島地区理事・渉法副部長

兒玉有里

子で溢れかえり、フロアは熱気に包まれました。
前方の座席からは想像していた以上に球場が近く見
渡せ、ビール片手に料理を味わいながら或いは最前
列に身を乗り出しながら、後方の広いフリースペー
スでは大きなモニターを見ながら皆で楽しく歓談し
つつ大きな声援を送りました。試合は DeNA が優勢で
したが、青一点!?の勇気ある男子も皆に負けじと頑
張っていてかなり盛り上がっていました。ビハイン
ドの中盤、近くのエルドレッド選手に皆の温かい声
七夕の夜、MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島にて広

援が届いたのか、ファウルボールのプレゼントとい

島 PARCO パーティーベランダ席を貸し切り、広島・

うサプライズがありテンションは最高潮に。ラッキ

西部地区会員と賛助会員及びその家族による総勢

ーセブンにフロアから一斉に飛ばした 120 の赤いジ

120 名でカープ対 DeNA 戦を観戦しました。梅雨の真

ェット風船は圧巻で、広臨技仲間の団結力を見たよ

っ只中ということもあり朝から大雨。試合はあるの

うな感動的な瞬間でした。黒田カープの試合結果は

か…ぎりぎりまでカープのホームページとにらめっ

惜しくも敗戦でしたが、応援を通して新たな仲間と

こしながらの球場入りでした。会は水野会長のご挨

の繋がりが生まれ、戦いに挑むカープと同じ熱い思

拶で予定どおりスタート。はじめは集まりもまばら

いも新たにした有意義な時間となりました。お忙し

でしたが、1 時間後には赤と白のユニホームに思い思

いなか、ご参加いただきました皆様ありがとうござ

いのグッズを身にまとったお洒落なカープ女子と男

いました。

平成 27 年度東部地区新入会員オリエンテーション＜報告＞
検査技師会、一般社団法人広島県臨床検査技師会、
日本臨床検査技師連盟についての説明がありました。
検体採取に関する研修会、検査説明・相談ができる
臨床検査技師育成講習会についても詳しい説明があ
り、私も参考になりました。続いて、東部地区理事
より東部地区での活動、メーリングリストの説明が
ありました。
次に、３名の先輩技師から新入会員へのアドバイ
スがあり、仕事を楽しむ事を目標に、今やらなけれ
７月２８日（日）、イコール福山にて東部地区新入

ばならない事を頑張って充実した毎日を、また他院

会員オリエンテーションが行われました。今回は、

の技師との連携も大事などの話があり、新人技師の

新入会員３５名中２０名の参加でした。

皆さんには大変参考になったと思います。
オリエンテーションの後には、精度管理報告会が

広島からは水野会長、飯伏副会長、米田組織調査部

行われました。一般検査、血液検査、微生物検査、

長に参加していただき、一般社団法人日本臨床衛生

病理検査、細胞診の各領域からの丁寧な解説の後に
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は新入会員からも質問があり、予定時間を超えると

ようです。また、毎月発行している速報についても、

ても活発な研修会になりました。

知らない・まったく読まないといった回答がありま

そのあとは、場所を屋上のビアガーデンへ移して

した。私たちも様々な活動について皆さんに興味を

の懇親会です。今年も８０名近い参加があり、賑や

もって読んでもらえるよう、工夫して発信していく

かで和気あいあいとした中で、施設をこえて多くの

必要があると感じました。
今後の皆さんの活躍を期待したいと思います。

仲間とであえて交流が出来たのではないかと思いま

（安保裕子）

す。この出会いを今後の仕事にもいかしていって欲
しいと思いました。
今回のオリエンテーションでも、広報部による広
島県臨床検査技師会の活動についてのアンケートを
行いました。興味のある分野としては、今自分が担
当している分野のようでした。当会が行っている各
研究班の研修会については知っているもしくは参加
したことがあるという回答が多かったです。その他
のボランティア活動、精度管理・検査データの標準
化、メーリングリストなどはまだ認知されていない

第３３回

広島県医学検査学会（第 2 報）
<申し込み先・原稿送付先・問い合わせ先>
〒722-8503 広島県尾道市新高山 3 丁目 1170-177
尾道市立市民病院

中央検査室

TEL (0848) 47-1155

森 三郎
FAX (0848) 47-1161

E-mail：mori.saburo@omhp.jp
抄録原稿依頼のお願い
1.原稿の送付方法
①抄録ファイルを電子メールで送付するとともに
印刷原稿を FAX します。
②CD－R に保存の上、紙原稿と一緒に送付します。
CD-R には、「タイトル」「施設名」
「筆頭執筆者」

【開催日】平成 28 年 2 月 20 日（土）～21 日（日）

「使用アプリケーション名およびそのバージョン」

【開催場所】尾道国際ホテル

を明記してください。

（広島県尾道市新浜 1-13-6）

＊①②いずれかの手順で送付して頂きますようお願

【テーマ】
「原点回帰～大切な何かを探そう～」

いいたします。

【学会内容】市民公開講座①・②

2. 抄録作成内容

シンポジウム：テーマ「小規模病院の果敢なる挑戦」

Microsoft Word 形式で作成してください。

一般演題発表、ランチョンセミナーなど

① 用紙サイズ A4、余白は上下 25mm、左右 20mm

一般演題の募集について

②タイトルは MS 明朝 14 ポイント

一般演題を募集します。

② 設、氏名、本文は MS 明朝 10.5 ポイント
④1,800 字程度にまとめてください。

■演題申し込み締め切り：平成 27 年 9 月 30 日（水）

3. 抄録原稿締め切り

■抄録原稿締め切り ：平成 27 年 10 月 31 日（金）

平成 27 年 10 月 31 日（金）必着
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＜抄録作成のフォーム＞

全国「検査と健康展」ボランティア募集
①頚動脈超音波検査

この事業は、国民の健康づくり、生活習慣病の早期

②CAVI 検査

発見、定期的な健康診断の重要性や臨床検査の正し

骨密度検査

い知識と普及ならびに、若い世代へ臨床検査技師に

（匂い検査）⑧物忘れ相談プログラム（認知症スク

興味を持っていただくことを目的に開催します。

リーニング検査）⑨経皮的貧血検査 ⑩講演会の会場
担当

今回は、(一社)広島県臨床検査技師会が主催で、

⑤簡易血糖 ⑥ＣＯ検査

③肺機能検④

⑪パンフレットの配布

⑦嗅覚検査

⑫検査相談

中央会場として下記内容で行います。

■募集人員：100 名

そこで、ご協力を頂けるボランティアを募集いたし

■締め切り：10 月 30 日（金）まで

ます。

■申し込み先：
（一社）広島県臨床検査技師会事務所

ご協力いただける方は、下記申込み書に必要事項をご

FAX（052）502－6031

記入の上、
FAX または E-mail にてお申し込みください。

E-mail ms-mori@asa-hosp.city.hiroshima.jp
(広島市立安佐市民病院 森田)

■日時：平成 27 年 11 月 28 日(土) 9:00 集合
■場所：広島ＹＭＣＡ国際文化センター

■その他：協力謝礼金 3000 円 軽食支給

■内容：
「健康チェック」一般市民の臨床検査の体験

■問い合わせ先：広島市立安佐市民病院 森田益子
Tel 082-815-5211 (内線 5059)

のための検査

全国「検査と健康展」ボランティア申し込み
施設名
会員番号

TEL
氏名

メールアドレス

希望内容（番号記入・複数可）

※頸動脈超音波検査を担当できる方は是非、ご協力お願いいたします。
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輸血検査相談箱のご案内
不規則抗体陽性時の交差適合試験は？ など

輸血検査領域では、普段みなさんが疑問・不安に感

■専用メールアドレス 2015hiroyu@gmail.com

じていることを募集し、より良い対応策を研修会で討

（全て半角英数字）

論してみたいと考えています。つきましては、下記メ

■件名：●●について質問、宛先：輸血検査相談箱

ールアドスに相談内容を送って頂ければと思います。
ただし、全ての相談を取り上げるのは困難ですので、
分類分けして討論したいと思います。あらかじめご

■募集期間

2015 年 10 月 31 日まで

■研修会予定日

2016 年 １月初旬を予定

了承下さい。
■問合せ先：移植検査部門長

例：こんな検査結果が出た時の対応は？

E-mail

試薬は何を使えば良いの？

吉森雅弘

yoshimori-m@city.hiroshima.lg.jp

研修会開催のご案内
平成 27 年度

第1回

■共催：アークレイマーケティング株式会社

東部地区血液研修会

■問い合わせ先：KKR 呉共済病院 検査部
佐々木 彩

■日時：2015 年 9 月 3 日（木）18：45～20：00

TEL 0823-22-2111 （内線 4303）

■場所：尾道市民病院 大会議室
■内容：世界標準に準じた凝固検査のすすめ
阪田

化学・血液合同研修会のお知らせ

敏幸 先生

～Ｒ－ＣＰＣ～

アイ・エル・ジャパン（株）血液凝固学術部
■共催：アイ・エル・ジャパン（株）

■日時：平成 27 年 9 月 26 日（土）15 時～18 時

■問合せ先：福山市民病院 臨床検査科

■場所：広島市民病院 10 階講堂
■内容：

福井 寿美 TEL084-941-5151

平成 27 年度

第2回

講義

一般検査研修会

シスメックス株式会社

講義と症例提示
信州大学医学部病態解析診断学

■日時：平成 27 年 9 月 26 日（土）

本田孝行先生

解読者

10：30～13：00 （10：00 受付開始）
■場所：広島大学医学部 第 4 講義室

広島市民病院 河野 浩善 技師

■内容：

県立広島病院 佛円 尚美 技師

講演 1 「先制医療における尿検査の意義」

JA 広島総合病院 丸山 恭平 技師

下澤

■共催：シスメックス株式会社

達雄 先生

<注意>駐車券は用意できません。公共交通機関でお

東京大学医学部付属病院

越しください。

講演 2 「尿定性検査の基礎と注意点」
茂田

■問合せ先：広島市立安佐市民病院 臨床検査部

学 先生

中島 静 TEL（082）815-5211

アークレイマーケティング株式会社
マーケティング統括部 学術推進チーム

平成 27 年度

講演 3 「臨床検査値から病態を考える」
脇田

第 2 回感染制御部門研修会

■日時：平成 27 年 10 月 31 日（土）15：00～17：00

満 先生

■場所：広島大学医学部 第 2 講義室

順天堂大学医学部付属順天堂医院
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辻 隆弘 TEL（0824）72－3111

■内容：
講演 1 『 微生物検査の基本技術と菌種の推定方法
～

基礎に支えられたひらめきが重要 ～

臨床研究 CRC 研修会案内

』
■日時：平成 27 年 11 月 14 日（土）

志田原 郁子 技師
福山市医師会健康支援センター
講演 2

『 抗菌薬療法に必要な基礎知識
栗原

13 時～17 時 15 分（開場 12 時 30 分）

検査課

■場所：広島国際大学広島キャンパス

』

＊詳細情報と申込用紙は広臨技ホームページを参照

晋太郎 先生

http://www.hiroringi.or.jp/

公立世羅中央病院
■問い合わせ：庄原赤十字病院

検査技術課

求人のご案内（平成 27 年 8 月 10 日現在）
受付

受付日

施設名

雇用形態

雇用期間

283

8 月 10 日

広島ＨＡＲＴクリニック

パート

随時

282

8 月 10 日

県立広島病院

パート

281

8月1日

廿日市記念病院

280

8月1日

279

7 月 13 日

No

募集業務内容

その他・勤務時間など

検査業務

院内雑務

看護師業務補助（採血）

勤務時間 8：30～12：00

H27 年 8 月～

臨床検査業務

勤務時間 8：30～15：30

パート

H27 年 8 月～

臨床検査業務全般

勤務時間 8：30～17：30

五日市記念病院

パート

H27 年 8 月～

吉田総合病院

臨時職員

随時

臨床検査業務全般
心エコー経験者歓迎

勤務時間 8：30～17：30
病理業務経験者・

病理検査

細胞検査士歓迎
勤務時間 8:30～17:00

臨床検査業務全般

278

6 月 26 日

三原城町病院

正社員

随時

277

6月1日

太田川病院

正社員

随時

臨床検査業務

276

6月1日

松岡病院

正社員

随時

臨床検査業務

275

4月9日

福島生協病院

正社員

随時

検査全般・採血業務

採血検査及びエコーの経験

勤務時間 8：30～17：00
8：30～18：00（シフト制）
(1)8：15～17：15
(2)9：15～18：15
休日、夜間拘束あります。
勤務時間 8：30～17：00、
土曜日

臨床検査業務

273

3 月 24 日

三原市医師会病院

正社員

随時

272

3月5日

広島県環境保健協会

臨時職員

平成 27 年 4 月～

271

3月5日

広島大学病院

正社員

平成 27 年 4 月～

270

2 月 10 日

おだ内科クリニック

パート

随時

病理検査経験者歓迎

8：30～12：30

勤務時間 8：30～17：30

健診業務、生理、検体検査な (1)半日 9：00～13：00
ど
超音波を含む生理検査
特に乳腺エコーができる方

(2)健診時間による
勤務時間 8：15～17：15

採血、POCT、エコー（腹部） 勤務時間 9：00～12：00
腹部エコー指導できれば望

14：30～17：30

ましい

（シフト可）

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、9 月 4 日です
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