H28(2016)

速 報 ４月号

編集・発行

NO.354

事務所 FAX
発行日

一般社団法人広島県臨床検査技師会

082-502-6031
平成 28(2016)年 3 月 25 日

Hiroshima Association of Medical Technologists
一般社団法人
ホームページ

広島県臨床検査技師会

http://www.hiroringi.or.jp/
（モバイルサイト

C

O
ページ

N

T

E

N

T

http://mw.hiroringi.or.jp/

）

S

項 目

レポート << Report >>
２
３

平成 27 年第 5 回理事会報告
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平成 28 年度生涯教育講座
板羽元会長 瑞宝双光章授章
広臨技 ML コミュ参加のお願い

研修会・講習会<< Study >>
７

血液研修会

平成27年度広島県臨床検査データ標準化事業から
報告会開催のお知らせ

『標準化事業参加施設の結果報告会』
※今年から結果をメール配信します。
（５月上旬予定）
H27 広臨技-標準化事業参加施設メーリングリ
スト< 27hamt-hyojyun@freeml.com > より参加施
設で各自出力して当日ご持参ください。
各施設への配布資料は評価報告書のみで、報告
会までに配布いたします。お手数をお掛け致しま
すが、ご理解ご了承の程よろしくお願い致しま
す。

■日時：平成 28 年 5 月 15 日（日）13：00～16：00
■場所：広島赤十字・原爆病院

東棟 9 階

講堂

■内容（予定）：
① 標準化事業研修会アンケート調査の結果報告
② 基幹施設クロスチェックサーベイの結果報告
③ 血液検査 参加施設の結果報告
④ 臨床化学 参加施設の結果報告
⑤ 管理試料について（日水製薬株式会社）

◆問合せ先：広島赤十字・原爆病院 米田登志男
TEL：（082）241-3111
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平成 27 年

第 5 回理事会報告

平成 28 年 2 月 20 日、今年度の広島県医学検査学会開催地である尾道市にて第 5 回理事会が開催されたので
報告する。
3 月 11 日（金）に広島文化学園 HBG ホールで開催
される。金額は 4,200 円、チケットは 2 月半ば時
点では余っていたが、現在の状況は未確認。
 ピンクリボン de カープについて
5 月 8 日（日）マツダスタジアムで開催される。
速報 3 月号にボランティア募集を掲載する。また、
主催者による実行委員会を 2 月、3 月、4 月に開催
予定である。
【組織調査から報告】 報告事項なし
【広報からの報告】
 速報・メーリングリスト・会誌について
速報 3 月号を月末に発行。施設連絡用のメーリン
グリストの登録を引き続きお願いする。学術誌は
今年初旬発行し、来年度に向けて会報の編集を進
めているので協力をお願いする。
 県学会抄録の広告について
県学会抄録の広告掲載について、印刷・製本上の
トラブルによる校正ミスを修正して再作成・一部
再発行した。今後、このようなミスが発生しない
よう印刷・製本の事前確認を慎重に行いたい。

＜報告事項＞
【会長から報告】
 日臨技の臨時総会について
定款の変更について：第 1 号議案および第 2 号議
案の新旧対照表を基に説明。
 日臨技臨時総会 議決権行使状況について
日臨技臨時総会議決権行使状況都道府県別全体
76.42％で定款変更が可能となった。
広島県も 85.25％と目標を大きく上回り関係各
位に感謝する。しかし、議決権を行使していな
い会員が多い施設に対して、今後改善に向けた
取り組みが必要である。
【事務局から報告】
 新春祝賀会の決算報告について説明。
 議決権行使については、Web を利用して仮パスワ
ードを使用した運用がよかった。
【学術から報告】 報告事項なし
【経理から報告】 報告事項なし
【渉外法規から報告】
 ピンクリボン de 広響について
【地区報告】
＜広島地区＞ 報告事項なし
＜呉地区＞
開催日

事業名

参加人数

2016/01/16

呉地区新年会

52 名

2016/01/21

呉地区輸血談話会

16 名

2016/02/10

呉地区微生物研修会

13 名

2016/02/12

呉地区血液研修会

21 名

2016/02/17

呉地区研修会

31 名

呉地区七夕学会は平成 28 年 7 月 2 日（土）にビューポートくれで開催する。
＜東部地区＞
開催日

事業名

参加人数

2016/1/17

東部地区第 176 回病理・細胞診領域研修会

25 名

2016/1/28

第 5 回生涯教育講座（東部地区）

47 名

活動報告
1/22 広島県医学検査学会 6 回実行員会
＜東広島地区＞
開催日

2/9

広島県医学検査学会第 7 回実行員会

事業名

参加人数

2016/01/22

東広島地区研修会（輸血副作用）

29 名

2016/02/04

東広島地区研修会（がん関連研修会 悪性リンパ腫）

33 名

2016/02/05

東広島地区意見交換会

32 名
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＜北部地区＞ 報告事項なし
来年度の県学会開催は北部地区になるため、役員各位の協力をお願いする。
 5 月 25 日 委任状回収締め切り
 6 月 11 日 定期総会の開催
⇒承認
 来年度の予算案について経理部長から説明があり
承認された。
【渉外法規】 討議事項なし
【組織調査】 討議事項なし

＜討議事項＞
【会長より】
 宮島会長の訪広について
3 月 9 日から 11 日まで広島県に滞在される。
9 日と 10 日に、それぞれ広島地区と東部地区で
「宮
島会長が語る会」を開催する予定である。また、
病院や試薬メーカー、検査センターへ挨拶回りを
する。
会員には政治連盟と「宮島よしふみ後援会」への
加入をお願する。
【事務局】 討議事項なし
【学術】 討議事項なし
【経理】
 個人番号（マイナンバー）の提案について
「個人番号の提供について予告案内」、「支払を
受ける方へ 個人番号の提供記入用紙」、「個人
番号（マイナンバー）の取り扱いについて」を運
用することについて ⇒ 承認
 総会への道のり（案）について日程調整
 4 月 1 日 最終データ
 4 月 4 日 小早川会計士レビュー
 4 月 9 日 小早川会計士との面談
 4 月 12 日 18：30～ 事務所にて監査＜決定＞
 4 月 14 日 常務理事会・理事会
 4 月 14 日までに 各部、事業報告・次年度の活
動方針案をまとめ、承認を得る
 4 月 22 日 5 月号速報原稿締め切り
（経理部のみ）

第３３回

【広報（学術誌編集委員会関係）
】
 学術誌編集委員より、広島臨床検査の投稿規定の
改正について
印刷した原稿 2 部（オリジナル 1 部、コピー１部）
↓
印刷した原稿１部
⇒承認、平成 28 年 2 月 1 日にさかのぼり適用とする。
【広島地区】 討議事項なし
【呉地区】 討議事項なし
【東部地区】 討議事項なし
【東広島地区】 討議事項なし
【北部地区】 討議事項なし
【その他】
水野会長より
 臨薬協のコンプライアンスについて
メーカーとの研修会を開催する場合の運営につ
いて、足並みがそろっていないため検討中であ
る。より良い方向性が決まれば報告する。
以上
（広報部 若林信浩）

広島県医学検査学会（総括）
実行委員長 塚嵜克彦
尾道国際ホテルにて開催されました。参加人数は 396
名（会員 282 名、賛助会員 51 名、その他 2 名、一般
市民 61 名）と多くの方に参加していただきました。
初日の学会開催前に【組織調査部事業】より〔会
員のための情報交換会〕～集まれ広臨技～と題し米
田登志男（組織調査部長）氏の司会のもと日臨技 宮
島よしふみ会長よりお話しがありました。日臨技は
事業の一環として「組織強化」に取り組んでいる。
「職
能団体」として、医療業界における臨床検査技師の
今後のあるべき姿がどうあるべきか、臨床検査技師

第 33 回広島県医学検査学会は水野誠士学会長のも

だからできることできるものを今後、時間をかけて

と、2 月 20 日（土）、2 月 21 日（日）の 2 日間に亘

後輩のために将来の検査としての仕事を作り上げて

り「原点回帰～大切な何かを探そう～」をテーマに

いかなければならないと大変興味深く考えさせられ
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時間どおり終了しました。正午すぎよりランチョン

た内容でした。

セミナーが開催され「ＡＫＩ診療における貢献を目
指して」
（アボットジャパン社）について講演が行わ

学会 1 日目は水野会長の開会の挨拶よりスタート

れました。

し、最初のプログラムは「小規模施設の果敢なる挑

市民公開講座（1）では、尾道高等学校 ラグビー

戦～何か見えてきた～」と題し、岡野慎一郎（因島
総合病院）氏の司会により 5 名の演者によるシンポ

フットボール部

監督

梅本

衛先生による「One

ジウムが行われました。

for ALL ALL for One の精神を求めて」と題し、

各施設より、業務拡大とチーム医療への貢献・予

講演をしていただきました。先生の指導方針はラク

防医学におけるチーム医療・無床診療所での患者様

ビーだけではなく勉強との両立で目指すは〖文武両

との関わり・多職種との関わりにおけるチーム医療

道〗であり、人格形成にむすびつけること。われわ

の推進など日臨技

れも医療人として、チームワークの大切さを教えて

宮島会長のお話しとうまく連動

いただきました。

したタイムリーな企画だったと思います。

そして、臨床検査プロモーションタイムに続き市
民公開講座（2）では、「百島診療所
療の挑戦」と題し、百島診療所

院長

瀬戸内離島医
次田展之先

生に講演をしていただきました。離島においてどの
ように医療を継続していくかなど、先生の今までの
道のりや今後の課題や展望などについてお話しがあ
りました。医療は介護・福祉の連携が必要であると
大変興味深いお話しでありました。
今回は教育講演を兼ねた 2 題の市民公開講座を開
催させていただきました。一般市民の方にたくさん
その後、同会場にて懇親会が行われ、早くから参
加者を募ったせいか 146 名と多くの参加者となりま
した。日本鋼管福山病院の井上技師、興生総合病院
の宮地技師、福山市民病院の有澤技師の司会により
尾道総合病院の若手技師 5 人による嵐？の公演、中
宮理事の余興、その他のゲームなど皆一見の価値が
あるものばかりで、あっとゆう間に時間が過ぎで行
きました。
2 日目は、午前中会員による一般演題 15 題の発表
があり、発表者および座長によりスムーズな進行で
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お越しいただこうと学会の準備の段階より企画しま

した。

したところ 61 名の参加者と大勢来ていただき実行委

最後に、第 33 回広島県医学検査学会の運営にご支

員一同大変うれしく思った次第です。市民公開講座

援、ご協力いただきました一般会員、賛助会員、実

の終了後、一般演題優秀賞の表彰式では

行委員、実務委員のみなさまに改めて深謝いたしま

啓卯会

村上記念病院

医療法人

酒井啓子技師が受賞されま

す。

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。

～今年も集まれ！ 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。今年も是非企画してほしい！との声が尽きないため、チケットがとりにくい状況のなか、
最後の“パーティベランダ”を得ることが出来ました。広々とした大型スクリーン付立食スペースにゆったり
観戦席の屋根付き個室です。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 28 年 6 月 15 日(水) 対 西部ライオンズ

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 30 分 食事開始

会場情報：http://www.carp.co.jp/ticket/zaseki/partyfloor.shtml#partyveranda
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募集人数：130 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（4 月 6 日より受け付け開始予定）
左メニュー「●レクリエーション申込み」をクリック
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

電子メール：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。130 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，事前支払といたします。支払方法は連絡致します。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，試合の半月前までに，施設へ送付する予定です。

平成 28 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）
第１回 「 コミュニケーションについて 」
（仮題）
第２回 「 腸内フローラについて 」
（仮題）
第３回 「 C 型肝炎新治療薬について 」（仮題）
第４回 「 鑑識について 」（仮題）
第５回 「 画像診断について 」（仮題）
２）日程： 広島地区（定員 １７５名）
第１回
５月１７日（火）
第２回
７月１４日（木）
第３回
９月 ８日（木）
第４回
１１月１０日（木）
第５回
１月１２日（木）

東部地区
５月２５日（水）
７月２８日（木）
９月２９日（木）
１１月２４日（木）
１月２６日（木）

３）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
４）時間： 広島地区 １８：３０～２０：００
東部地区 １８：４５～２０：１５
５）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。
６）受講方法：毎回、会員証・受講票を持参して下さい。
７）申し込み方法：① E-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 URL: http://www.hiroringi.or.jp/
※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、
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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。
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
８）申込締切：平成２６年４月２０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。
９）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 宛
１０）お問い合わせ先：（E-mail） syougai@hiroringi.or.jp （生涯教育委員会専用アドレス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
施設名・所属：
Ｔ
Ｅ
Ｌ： （
）
会員番号

氏

・東部地区

（どちらかに○印）

－
名

会員番号

氏

名

研修会のご案内
血液研修会

～これから血液検査を始める方・当直をされる方へ～

■日時：平成 28 年 5 月 14 日（土）15 時から 18 時
■場所：広島市立広島市民病院 10 階講堂
■内容： 講義１ 検査値は採血条件でこれだけ変わる！
積水メディカル株式会社 松本美枝 先生
講義２ 採血マジックに騙されるな！ CBC スクリーニング入門編

広島市立広島市民病院 河野浩善 技師
講義３

凝固検査について（仮）
広島大学病院 山崎尚也 先生

<注意> 駐車券は用意できません。公共交通機関でお越しください。
■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
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祝！

板羽秀之

元会長が瑞宝双光章を授章

このたび板羽秀之広島国際大学教授 （元広臨技会長）が瑞宝双光章を授章されました。
おめでとうございます。
瑞宝双光章は、日本の勲章の一つで、瑞宝章 6 つのなかで 5 番目に位置します。2002 年（平成 14）8 月の閣
議決定「栄典制度の改革について」により、それまでの勲五等瑞宝章から名称が変更されました。
「勲章の授与
基準」によれば、公共的な職務の複雑度、困難度、責任の程度などを評価し、職務をはたし成績をあげた人に
対して、6 番目の瑞宝単光章以上を授与するとなっています。受章者には保護司や小・中学校長などが多く、
伝達は所管大臣が行います。
瑞宝双光章とは？ コトバンクより< https://kotobank.jp/ >

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について
平成 26 年 6 月 18 日の臨床検査技師等に関する法 律の一部を改正する法案が成立し、
平成 27 年 4 月 1 日から臨床検査技師の検体採取業務、嗅覚検査及び 味覚検査が臨床検
査技師の業務範囲となった。これを受けて臨技法改正等に伴う行動計画で、日臨技が主催と
なり4 年間に5 万人の受講者を目標に講習会を実施することとなっている。
広島県では、初回講習会として2015年3月21日（土）〜22日（日）に開催された。
その後、2015年 6月 6日 (土) ～ 7日 (日)、9月 12日 (土) ～ 13日 (日)、11月 21日 (土) ～22日 (日)、
2016年2月 27日 (土) ～ 28日 (日)の5回を実施。2016年3月現在までの全国における受講者数は、のべ22,611
名であり日臨技会員の37.2％、2016年度においても、広島では4回の開催を予定しており、今後も会員の多くが
受講できるよう講習会が継続予定である。
<日臨技ホームページより>
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事務局からのお願い
～ 春は異動の季節ですね ～
異動・転勤で勤務先・自宅住所等の変更がある方は会員情報の変更をお願い致します。
日本臨床衛生検査技師会のホームページから･･･会員専用サイト

⇨ 会員情報変更の順位進んで、

変更手続きは各自で行ってください。
※日臨技・広臨技からの発送物が正しく届くよう早めの手続きをよろしくお願いします。

平成 27 年度

研修会参加情報の確認をお願いします

日臨技では、平成 27 年度生涯教育研修 修了証書の発行準備が進んでいます。
会員のみなさまは、平成 27 年度に参加された研修会・学会等の履修登録に漏れがないか？
各自で日臨技ホームページから会員専用サイトにログインしてご確認ください。
※登録情報に問題があった場合は、4 月 8 日までに事務局までお問い合わせください。

（事務局長 田中美樹）

「ピンクリボン de カープ」のボランティアについて
2016 ピンクリボン de カープ

ボランティア募集を締め切りました

5 月 8 日（日）「2016 ピンクリボン de カープ」でのボランティアは、定員となりましたので募集を締め切ら
せていただきました。ご協力いただきましてありがとうございました。
今後も「とうかさん de エイズ検査」
、「検査と健康展」、
「レッドリボンキャンペーン in 広島」についても
開催前にボランティアを募集しますので、たくさんのご応募よろしくお願いします。

（渉外法規部 大塚崇通）

求人のご案内（平成28年3月18日現在）
受付
300

受付日
H28年3月18日

施設名
広島市医師会臨床検査センター

雇用期間
平成28年
4/11～6/17
随時

H28年3月1日

フクダライフテック
中国株式会社
済生会呉病院

雇用形態
パート
１～２名
正社員

299

H28年3月15日

298

パート

297

H28年2月22日

笠岡レディースクリニック

パート

296

H28年2月15日

すわ整形外科

パート

平成28年
4月～10月
平成28年2月～
29年3月
平成28年4月～

295

H28年1月20日

吉島病院

パート

随時

294

H28年1月20日

広島逓信病院

正社員

平成28年4月～

293

H28年1月13日

瀬尾医院

正社員

随時

292
290

H27年12月24日
H27年12月2日

野島内科医院
高山内科クリニック

正社員
正社員

随時
随時

289

H27年12月2日

ゆかわ脳神経外科クリニック

正社員

随時

287

H27年11月4日

広島厚生病院

正社員
パート

随時

募集業務内容
学校心臓検診オペレーター業務
ＰＳＧ解析、医療に付帯する
サ－ビス、未経験可
検体検査、生理検査
（主に心電図）
検査業務、補助業務
ＭＲＩ
ＭＲＩ撮影経験者
臨床検査業務全般
（関係業務含む）
超音波検査業務
心エコー検査（実務経験2年程度）
臨床検査業務全般
エコー経験者歓迎
血液検査、エコー等
血液検査、心電図、看護業務補助
糖尿病、生活習慣病の指導
ＭＲＩ・頚部エコー
最低限のパソコン操作ができること
臨床検査業務

※求人情報に関する確認等は、広臨技ホームページ「職業紹介」をご確認ください。
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<<広臨技>>会員専用メーリングリスト
参加登録のお願い
広島県臨床検査技師会の会員が参加できるコミュニケーシ
ョンの場が、
「広臨技MLコミュ」です。
広臨技からのお知らせや研修会案内や会員相互の情報交換
の場として、すべての会員施設および個人会員にメーリン
グリスト（ML）参加をお願いしています。

E-Mail

webmaster@hiroringi.or.jp

参加申し込みはこちら
http://www.hiroringi.or.jp/ml/
■■

お願い

■■

広島県臨床検査技師会では、会員への連絡・確認・伝達などを円滑にタイムリーに実施できる仕組み
として「広臨技 ML コミュ（メーリングリスト）」を活用して、会員の皆さん（特に各施設の連絡責任者）
のメールアドレス登録をお願いしております。しかし、現在のところ当会会員施設の約半数の登録にと
どまっており、まだまだ円滑な運営体制に至っておりません。
今後は、広臨技の管理担当者からも連絡責任者へ積極的に確認を行いながら、メーリングリストの登
録会員増加を図っていきたいと考えております。

■■

メーリングリスト登録の手続き方法

■■

１）メールを受信する PC から、施設名、代表者名、代表者の会員番号を明記して
<

webmaster@hiroringi.or.jp > まで登録依頼メールをお送りください。

２）メーリングリストへの登録状況がわからない場合も、その旨を明記してお問い合わせください。

※登録されたメールアドレスが公開されることはありません。
会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
（事務局・情報システム委員会）

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 8 日です）
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