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標準化事業の参加施設募集
第 43 回 呉地区七夕学会のご案内

研修会・講習会<< Study >>
７

血液研修会
生物化学分析部門研修会
臨床微生物部門研修会
東部地区血液研修会
ほか

平成 28 年度日臨技中四国支部輸血伝達講習会について（ご案内）
輸血検査の初心者への指導と指導技術の標準化に向けて
【日程】平成 28 年 7 月 16 日（土）13：00～17：30、平成 28 年 7 月 17 日（日）9：00～16：00
【会場】愛媛大学医学部 （講義）臨床第 1 講義室 （実技）技能系実習室
【対象】日本臨床検査技師会

中四国支部会員（非日臨技会員の講義のみ参加は可能）

【コース】以下の 2 コースから選択してください。
1） 初心者への指導者育成コース

2）初心者コース

【募集人数】先着 60 名（1 日目講義のみの募集はありませんが、無料で受講が可能です。
【参加費】1）2 日間（講義＋実技）5,000 円（2 日目の弁当代は別途徴収します）
2）1 日目の講義のみの参加は、日臨技会員は無料、非日臨技会員は 1,000 円
【申

込】日本臨床検査技師会会員専用サイト「行事日程・参加申込・受講書類・参加費領収書など」の
事前参加申込から申し込み下さい。1 日目講義のみに参加したい方は、日臨技会員専用サイト
からの事前参加申込はせず、講義のみ参加申込専用の用紙を FAX して下さい。

【事務局】愛媛大学医学部付属病院 輸血・細胞治療部
土井 靖和

Tel:089-960-5705 e-mail:yasukazu@m.ehime-u.ac.jp
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平成 28 年

第 1 回理事会報告

平成 28 年 4 月 14 日（木）広臨技事務所にて、平成 28 年度第 1 回理事会が開催されたので報告します。


＜報告事項＞

３月３１日、広島県医療情報技師会研修会の後

【会長から報告】

援依頼を承認した。



３月８日、日臨技より以下の通達があった。

平成２８年５月２８日（土）10:00～17:30 広



日臨技学生表彰・会長賞を平成２７年度より始

大広仁会館にて開催される。

めた。広島県は広島国際大学と山陽女子短期大



４月２日、山陽女子短期大学入学式が行われた。

学でそれぞれ水野会長と足免副会長が出席した。



４月３日、広島国際大学入学式が行われた。



「生涯教育制度」事務処理について。



４日４日、リレーフォーライフ広島の後援依頼



会員行動規範の遵守の徹底について。大阪労災

を承認した。


病院の件など、会員のコンプライアンス違反が

の参加証の発行について協力依頼があった。

あった。


４月４日、日本糖尿病療養指導士認定機構から



プロモーションコードの遵守について。基本的

４月４日、公益信託臨床検査医学研究振興基金

に、今までの考えと変わりはない。

より研究奨励金授与候補者の募集要項が公開さ



３月９日～１１日、日臨技宮島会長挨拶回り。

れた。



３月１０日、広島国際大学学位記授与式に足免













４月８日、日臨技平成２７年度各種会員表彰受

副会長が出席した。

賞者が決定された。

３月１５日、山陽女子短期大学卒業式が行われ

優秀演題で坂根さん受賞（前呉医療センター）

た。

【事務局から報告】

３月１７日、
「平成２８年度赤十字血液シンポジ



４月１０日付で、賛助会員の継続案内を出した。

ウム」後援依頼を承認した。

会費は振り込みにしているので通帳記録が領収

平成２８年７月３０日（土）13:30～16:30 広島

書代わりとなるため、希望する企業以外は発行

県医師会館にて開催される。

しないことになった。

３月２１日、広島県臨床検査精度管理向上研修

【学術から報告】

会が開催された。



３月３１日をもって平成２８、２９年度の学術

第 18 回検査部長・技師長連絡会議参加者：119

部門員の応募を締め切った。56 名の応募があり、

名（昨年 111 名）

各部門長に応募用紙を送り、５月１０日までに

第 35 回広島県臨床検査精度管理向上研修会参加

選任してもらう。その後、理事会に承認しても

者：271 名（昨年 287 名）

らう。

３月２２日、３/１１東広島地区からの提案事項

【経理から報告】

の役員推薦委員交代（議案）を承認した（メー



日臨技より平成２７年度新入会員助成金６０，

ル会議）。

５００円の振り込みがあった。平成２７年度臨

３月２８日、第１１回広島透析療法セミナー」

床検査データ標準化事業に４０，０００円、平

後援の依頼を承認した。

成２８年度の会費１，１１３万円の振り込みが

３月２８日、広島県合同輸血療法委員会より「輸

あった。

血手帳ひろしま」の運用について説明があった。
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【渉外法規から報告】


４月２０日ピンクリボン実行委員会、５月８日

付ける。年 1 回の会報は５月末に原稿を依頼し

ピンクリボンでカープ。とうかさんでエイズ検

７月末から８月初旬に発行予定である。

査の打ち合わせが５月の第 2 週にある。６月４

【情報システム委員会より報告】

日にとうかさんでエイズ検査を実施する。ボラ



老朽化したプロジェクター2 台を更新予定して
いる。

ンティアは速報 5 月号に掲載する。


論文は県学会を主体としているが、他でも受け



労働局に対しての無料職業紹介事業の認可は３

今年度は役員改正で委嘱状の発行があり情報シ
ステム委員で準備を進める。

月３１日をもって廃止しとなり、HP より用紙を


ダウンロードし、求職の申し込みも出来なくな

事務局のウイルス対策ソフトのサポート期間が
1 本切れたため新年度予算申請する。

った。なお、ホームページと速報には引き続き


職業案内は継続する。

生涯教育の事業計画のカレンダーの登録などの

【組織調査から報告】

簡素化を計画している。次回以降の理事会で検



討する。

平成２８年度の年間事業計画を作成した。

【広報からの報告】

【地区報告】



平成２８年度の速報原稿の締め切りの案内をメ

＜広島地区＞

ールで知らせた。





平成２８年度６月１５日 広島・西部地区リエ
クレーションをマツダスタジアムで行う。

速報５月号を５月連休前後に発送する。学術誌
については６月１０日を投稿締め切りにしてい

＜呉地区＞

る。

報告事項はないが、5 件の事業計画がある。

＜東部地区＞

＜県学会報告＞
学会参加人数

懇親会参加人数

決算報告
【収入の部】
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【支出の部】

【収支差額】
⇒以上の表彰者は理事会承認を得た。

<<学会反省点>>







一般演題の申し込みの時、部門の記入欄を設け

表彰委員会に置いて、推薦状の書き方や表彰対

ればよかった。

象論文について会員に周知されていなかった。

抄録の誤字や誤植があり、事前チェックが甘か

学術部門や地区理事は会員に周知してほしい。

った。

また、会員にも周知するために推薦状や表彰規

パソコンを３台使用したが、Windows office

定の詳細を会誌に掲載することとなった。

のバージョンが、それぞれ異なっていた。

【組織調査】

日臨技のシステムを利用して学会運営をしなけ



各地区理事に提出する、書面表決・委任状の締
め切りは５月２５日（水）で出席者の名簿、人

ればばらなかった。

数を米田組織調査へ送る。

＜討議事項＞
【事務局】

【広報】

討議事項なし



総会前の１４時から理事会を開催し、総会の予

【情報システム委員会】

定は１６時から予定している。総会終了後に新



中四国支部や他県の研修会の案内のルールが一

役員の手続きがあり、詳細なスケジュールは後

定でないため統一したい。

日、事務局より知らせる。

⇒要望として提出する。

【学術】

討議事項なし

【広島地区】

【経理】

討議事項なし

【呉地区】

【渉外法規】

【東部地区】








県学会時に表彰審査委員会を開催し、学術業績

討議事項なし
討議事項なし

日臨技の助成金対象研修会の申請について。

者表彰は以下の２名が選ばれた。

８月の生理研修会、１１月の東部学会を申請し

①河野 浩善 （地方独立行政法人広島市立病

たい。学会は申請対象にならないため研修会扱

院機構広島市立広島市民病院）

いとする。

「炎症性疾患における好中球新規パラメーター

【東広島地区】

(NEUT-X，NEUT-Y)の解析」

【北部地区】

②海谷 慧 （広島赤十字・原爆病院）



討議事項なし

来年度の県学会について

「菌種の違いによる DIC 発症機序の解析‐各種

日時は２月２５、２６日に開催する。２６日は

菌体と破砕物による TF・IL-6 産生量の比較‐」

交通の便を考慮し、終了時刻を１５時としたい。

学術奨励賞、功労者表彰、特別表彰は該当者な

内容については市民公開講座（慢性疾患につい

しだった。

て）、一般演題、教育講演（未定）を予定してい

永年職務精励者は 18 名であった。

る。シンポジウムは時間の関係で困難であり非

4

開催と決まった。スケジュールは１日目に「集

＜監査報告について＞

まれ広臨技」と一般公開講座を１つの事業とし、



２日目を県学会として一般演題と教育講演を開

関する講習会、検査説明のできる検査技師育成、

催する。１日目は基礎点が与えられる。

検査と健康展など昨年度より新たに始まった非
常に多くの事業を円滑に執行されていた。

【総会議案】


＜平成２７年度の事業報告について＞




会計監査については４月１２日（火）
、事務所に

渉外法規部からは無料職業紹介事業について、

おいて平成 27 年度の事業報告及び付属明細書、

職業紹介事業廃止届を 3 月 31 日付で労働局に提

計算書類及び付属明細書、公益目的支出計画に

出した内容を掲載し、平成２８年度事業方針か

係る実施報告等について監査を行った結果、い

ら削除する。

ずれも適正に企画、執行、記録、整理されてい

経理部からは、平成２７年度会計報告を資料に

ることを確認した。
＜監事からの提案について＞

基づいて説明があり理事会承認を得た。



＜平成２８年度の事業方針について＞


平成 27 年度は、既存の事業に加え、検体採取に

広島地区部門員への必要経費等を支給すること

経理の事業方針についてはメール審議とする。

で、広臨技活動に参加しやすい環境を整え、ま

その他、書式について部分的に修正をおこなっ

た、誰もが理解できる活動体制を整える目的で

た。平成２８年度の予算案については理事会で

「広島地区」の部門員に活動等に係る交通費を

通過したので議案として提出する。

定額（３００円）で支給してはどうか。

＜平成２８、２９年度の役員候補について＞

⇒細則の変更が必要である。また、今年度は予



役員推薦委員会委員長より役員候補者２５名が

算の関係もあり、今後の検討事項として対応し

発表された。

たい。
以上

平成 28 年度広島県・臨床検査データ標準化事業参加施設募集について
広臨技会員の皆様には、平素より臨床検査データ標準化事業にご理解をいただきありがとうござい
ます。ご存知のように、JCCLS 共用基準範囲が提唱され、国立大学病院他、多数の施設で順次採用
が検討されております。広臨技におきましても JCCLS 共用基準範囲と広島県医師会推奨共有基準範
囲をどう利用していくのか広島県医師会の先生方と協議し方針を決めていこうとしております。
しかし、この臨床検査基準範囲の利用には、測定法が標準化されており、適切な精度管理を行ってい
る施設だけが使用することができます。臨床検査データ標準化においてこの事業が、ご施設の検査デ
ータ確認の上で有効な手段となります。
今年度も実施させて頂きますので是非ご参加の程、宜しくお願い申し上げます。
■申込開始日：平成 28 年 6 月 1 日（水）
■申込締切日：平成 28 年 8 月 1 日（月）
■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。
（先着 90 施設）
■参加費：無料
■問合せ先：広島赤十字・原爆病院 米田登志男（臨床検査データ標準化委員会・委員長）
電話：082－241－3111（内線 2503） E メール：kagaku@hiroshima-med.jrc.or.jp
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第 43 回

呉地区七夕学会のご案内

日

時 ： 平成 28 年 7 月 2 日（土） 14：00～17：30（13：30～受付）

場

所 ： 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： 呉阪急ホテル

TEL 0823-20-0660

18：00～20：00
広島県呉市中央 1 丁目 1 番 1 号 TEL 0823-20-1111

●

教育講演「最期を楽しむ」岡原仁志先生

●

一般演題
演者

（おげんきクリニック院長）

所属

タイトル

部門

鈴木

奈緒

呉共済病院

Cabrera sequence の有用性

生理

名越

咲

呉医療センター

右室に認めた心臓原発横紋筋肉腫の一例

生理

大木

晶子

呉市医師会

当院における睡眠時無呼吸検査の現状

生理

中国労災病院

妊婦 Group B Streptococcus(GBS)スクリー 微生物

津田 真莉子

ニング検査における GBS 選択増菌培地の有
用性
中村早也香

済生会呉病院

当院におけるＥＳＢＬ産生菌の検出状況と患 微生物
者背景

林田

理沙

呉共済病院

尿蛋白定量試薬２試薬の蛋白反応性の比較

一般

井爪 温子

済生会広島病院

M2BPGi と肝炎マーカーの関係について

免疫

藤村 知代

中国労災病院

細胞診における検体処理方法の改良

細胞

菅

呉医療センター

髄液中にみられた節外性 NK 細胞リンパ腫鼻 細胞

亜里紗

型の 1 症例
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研修会のご案内
血液研修会

■内容：
演題１「深在性真菌症検査 β-Ｄグルカンについて」
日水製薬株式会社 製品開発研究部 試薬チーム
山崎 智之 先生
演題 2「当院での採血部位を中心とした血液培養の現状」
県立広島病院 臨床研究検査科 蛎屋 俊 先生
演題 3「黄色ブドウ球菌を制する者が、感染症を制す」
洛和会音羽病院 感染症科・総合内科 医長
青島朋裕 先生

■日時：平成28 年 6 月 17 日（金）18 時30 分～20 時
■場所：広島市民病院 9 階 会議室
■内容：
講義「フローサイトメトリー解析の実際 Part 2」
ベックマンコールター株式会社 高野 邦彦 先生
＊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

東部地区血液研修会

生物化学分析部門研修会

■日時：2016 年 6 月 30 日（木）18:45～20:00
■場所：尾道市民病院 大会議室
■内容：基礎からわかる血液凝固検査
積水メディカル株式会社 小田善輔 先生
■共催：積水メディカル株式会社
■問合せ先：福山市民病院 臨床検査科
小林 謙司 TEL (084) 941-5151

■日時：平成 28 年 6 月 25 日（土）13 時～16 時
■場所：広島赤十字・原爆病院 東棟９階講堂
■内容：汎用生化学分析装置を比較しよう！！
講師①未定 日立ハイテクノロジーズ
②未定 BECKMAN COULTER
③未定 東芝メディカルシステムズ
④未定 日本電子

臨床微生物部門研修会
■日時：平成 28 年 6 月 25 日（土）14 時 30 分
■場所：広島大学医学部第 2 講義室

求人のご案内（平成28年5月1日現在）
受付
301

受付日
H28年4月27日

施設名
東部厚生環境事務所福山支所

雇用形態

雇用期間

募集業務内容

臨時職員態

5 月 9 日～1 ヶ月程度
（延

試験検査（主に環境検査、例：

長になる場合も有り）

300

H28年3月18日

広島市医師会臨床検査センター

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

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

随時

294
292
290

H28年1月20日
H27年12月24日
H27年12月2日

広島逓信病院
野島内科医院
高山内科クリニック

臨時職員
正社員
正社員

平成28年4月～
随時
随時

287

H27年11月4日

広島厚生病院

正社員
パート

随時

7

COD、BOD など）

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
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
臨床検査業務

<<広臨技>>会員専⽤メーリングリスト

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。
「広臨技MLコミュ」は、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です。

E-Mail

参加申し込みはこちら

webmaster@hiroringi.or.jp

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。
今後も、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、6 月 10 日です）
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