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C O N T E N T S 
ページ 項 目 
 

 

 

２   平成 30年度 広島・西地区レクリエーション報告 

２  平成 30年度 日本医学検査学会（浜松市）報告 

４  第 2回凝固検査検体取扱いに関する 

アンケート調査報告 

６ ピンクリボン deカープに参加して 

 

 

 

６  第４４回呉地区七夕学会のご案内 

 

≪平成３０年度 定期総会開催のご案内≫ 

■日 時  平成 30年 6月 9日（土） 表彰式   16時 00 分～16時 30 分 

総 会   16時 30分～18 時 00分 

 

■場 所  ホテルニューヒロデン 2 階「春日」 

〒732-0821 広島市中区大須賀町 14-9  TEL(082)263-3453 

 

■議 事   第 1号議案 平成 29年度事業報告 

 第 2号議案 平成 29年度決算報告 

第 3号議案 平成 29年度監査報告 

第 4号議案 平成 30年度事業方針案 

第 5号議案 平成 30年度予算案 

第 6号議案 平成 30・31年度役員選任について 

第 7号議案 その他 

 

速報・行事予定表（印刷物）は平成３０年３月をもって廃止となりました 

速報と行事予定表は広臨技ホームページよりダウンロードできます。広臨技 ML コミュに加入して、お知らせ

や研修会の案内を入手しよう。 

QR コードで簡単登録できます 
 

 

編集・発行 一般社団法人広島県臨床検査技師会 

事務所 FAX  082-502-6031 

発行日 平成 30(2018)年 5月 28日 
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今年も奇跡の企画！℃℃℃（ドドドォー！！！）

ということで、ゴールデンウィークの 2018年 4月 30

日（月・祝日）に、マツダスタジアムにて地元カー

プを応援するとともに、会員相互の親睦と意見交換

を目的として、広島・西部地区レクリエーションを

開催しました。今年も観戦チケット争奪戦が行われ

る中、広島東洋カープ×阪神タイガース戦のデーゲ

ーム で“広島 PARCOパーティーベランダ”をゲット

することが出来ました。参加者は 152名で、広島・

西部地区会員とその家族、賛助会員が参加されまし

た。 

 赤いユニフォームに身を包んだ水野会長の挨拶で

始まり、ライブキッチンで出来立ての料理とドリン

クを両手に、カープ選手と真っ赤に染まったスタン

ドを見ながらゲームを楽しみました。試合は同点で

迎えた延長 10回、阪神 4番のロサリオに決勝ツーラ

ンホームランを浴びて 2－4で競り負けてしまいまし

たが、みなさん応援に力が入り℃℃℃（ドドドォ

ー！！！）っと大盛り上がりでした。 

試合前にスタジアムの近くで逃走犯が捕まるとい

うハプニングもありましたが、天候にも恵まれ無事

にレクリエーションを終えることができました。今

回のレクリエーションでたくさんの会員の方々と交

流を深めることができました。参加していただいた

会員の皆様ありがとうございました。来年もまた奇

跡の企画ができることを祈ります。

 

 

 

平成 30年 5/12 から 5/13にかけて、静岡県浜松市

のアクトシティ浜松などの会場において、第 67回日

本医学検査学会が開催され、広報部も取材に行って

参りました。聖隷三方原病院の山口浩司学会長や、

宮島喜文会長より挨拶があり、幕を開けました。学

会長に、この学会の開催にあたり、内に秘める思い

をお聞きしてきました。 

「現在、日本は第 4次産業革命の真っ只中にある。

第 1次は機械化（1830 年代）、第 2次は大量生産（1900

年代前半）、第 3次は自動化（1990 年代）、そして第

4 次である現在（2010年代）、コンピュータやインタ

ーネットを通じて、機械自身が AIを通じて考え、行

動していく時代になってきた。第 4 次は自律化をキ

ーワードとして、日進月歩で発展を遂げている。医

療業界も AI に頼っていく時代に突入している。臨床

検査も、自動化は当たり前となり、コンピュータ自

身が検査値や画像を見て考え、判定していく時代に

なっていく。そんな医療情勢の中、臨床検査技師は

何ができるのか？コンピュータには出来ないこと、

それはコミュニケーションである。いま日臨技にお

平成 30 年度 広島・西部地区レクリエーション（報告） 

広島地区理事 桑原隆一 

平成 30年度 日本医学検査学会（浜松） レポート 
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いて推進されている、患者さまへ検査説明を行うこ

とや、病棟に赴いて病棟専従検査技師として働くこ

とや、ＩＣＴなどのチーム医療などは、未来を見据

えた事業で、とても大切なことである。 

また、10 年後になくなる職業に、医療界で唯一、

臨床検査技師が挙げられている。ただ、この調査は

外国の調査であり、外国は臨床検査技師と言えば検

体検査のみを指すため、日本においては生理検査な

ども対象としており一概に同じであるとは言えない

が、この危機に直面していることを頭に入れておか

なくてはいけない。今回のテーマである、『多様な役

割のなかで、新たな存在価値を示す』とは、この第 4

次産業革命の最中において必要な存在とはなにかを

常に考え、行動してほしいという思いで、このテー

マを付けました。」との言葉をいただきました。今の

自分自身に出来ることを常に考え、行動していかな

くてはいけない、という強い想いを感じました。 

今回の学会では 2日間で 561 題の一般演題が発表

されていました。日々の業務の中で尽力された、症

例検討・試薬や機器の検討・業務の改善・技師の教

育などについて発表され、どの演題においても活発

に質疑応答が行われており、非常に盛り上がってい

ました。私も今回、沢山の演題を聴講し、これから

の業務に役立つような経験や症例を学ぶことができ

ました。 

e-ラーニングの体験ブースも設置されており、入

会を迷っている方や、興味関心のある方たちが、実

際に e-ラーニングの体験を受けておられました。私

は入会済みなので体験しませんでしたが、特に認定

所得を目指している方や、僻地にお住まいでなかな

か研修会などに参加しづらい方にとっては、知識向

上においての一助になると感じております。認定所

得カリキュラムに基づいた講義・セミナーが何度で

も好きな時に受けられるので、非常に助かっており

ます。これから更に e-ラーニングが充実していくこ

とを期待しております。 

 そして、来年の日本医学検査学会は山口県下関市

で開催されるようで、山口県のご当地マスコットの

ちょるるくんと萩にゃんが、次期学会の案内と下関

観光案内パンフレットを配布していました。老若男

女問わず人気者で、絶えず写真撮影をお願いされて

いました。下関は昨年、中四国医学検査学会が盛大

に開催されていましたが、それ以上に活気づいた学

会になることを期待しております。 

最後に、演題発表された方々や学会参加された

方々、お疲れ様でした。この有意義な学会を開催す

るにあたり、大変な準備をされてきたことと存じま

す。今回の学会開催に携わった全ての方々に厚く御

礼申し上げます。（広報部 黒島 眞太郎）

 

 

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 8日です） 
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会員の皆さま、『第 2回凝固検査検体取り扱いに関するアンケート調査（H30/3/1～3/31）』へのご協力感謝申

し上げます。本アンケートの目的は「凝固検査検体取扱いに関するコンセンサス」の周知と第 1 回アンケート

調査後の各ご施設の動向把握でした。広島県内の現状としてアンケート結果を集計すると共に、コンセンサス

の内容も抜粋し集計表に掲載しております。各ご施設の運用状況と照し合せて、今後の業務変更等にご活用頂

ければ幸いです。尚、アンケート結果の詳細につきましては報告会を検討中です（日時未定）。 

日程が決まり次第、広臨技ホームページおよび MLコミュを通じて広報させて頂きますので、しばらくお待ちく

ださい。今後とも学術活動へのご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 回凝固検査検体取扱いに関するアンケート調査報告 



   

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

6 

 

 

 

 

2018.5.13(日)、マツダスタジアムで行われました、

ピンクリボン deカープの取材に行ってまいりました。

相手は阪神タイガース。前日、前々日とカープが快

勝し、いよいよ勢いに乗ってきた３日目のデイゲー

ムの予定でした。しかし、この日は朝から雲行きが

怪しく、なんだか嫌な予感がしていました。とにか

く試合中止にならないでくれと願うばかりの私たち

の願いも虚しく、試合が近づくに連れて、雨がぽつ

ぽつ。しまいには土砂降りになり、１３時半に試合

中止のアナウンスが球場に鳴り響きました。 

さあ、カープの試合は 13時半に中止になりました

が、私たちピンクリボンチームの試合は朝の８時 45

分から開始していました！まず球場に着くと会場に

は我々のベンチとも言えるピンク色のテントに集合

です。ピンクリボンのメンバーはこの日、総勢 168

名。ベンチでは朝のミーティングが行われ、それぞ

れグループ分けされ今日の守備位置や立ち回りを念

入りに確認します。私の守備位置はカバ広場。ここ

でピンクリボンとカープがコラボした Tシャツや選

手のサインカードなどのグッズを売る。そして乳が

ん検診に行きたくなるような情報提供を日頃から病

理検査室で働いていることを活かし、病理学的な目

線から説明をする。このような仕事をやっている間

に、13時半がきてしまい、試合中止のアナウンスと

共に我々の活動もゲームセット！悪天候かつ早めの

活動終了の割には充実し、他の病院の方々ともうま

く協力でき、皆さんでいい汗を流せました。また、

私達の活動によって少しでも乳がんについて知って

いただき、乳がん検診の受診率向上に寄与できたら

幸いです。 

そして、この記事をご覧になっているそこのあな

た！朗報です！ 

今回の試合は順延となり、9 月 21日(金)に再試合と

なりました。ということは、、、 

そうです。ピンクリボンの活動も、もう一回やりま

す！！ 

今回参加できなかった方、少しでも興味のある方、

いろんな病院の方と活動してみたい方、カープの試

合を見たい方！もう一度言います。９月 21 日(金)に

カープとピンクリボンの再試合です！たくさんの参

加応募をお待ちしています！ 

最後になりますが、今回のピンクリボン活動で動

いてくださった多くの方々に感謝いたします。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

標記学会につきまして、下記のとおりご案内いたします。皆さま多数ご参加くださいますようお願いします。 

【開催日時】 

平成 30年 7 月 7日（土）  

14:00～17:30  ※ 受付 13：30～ 

【会  場】 

ビューポートくれ 3階大ホール   

呉市中通 1-1-2 

【プログラム】 

 14:00～15:00 一般演題 6 題 

    ①「AST における細菌検査室の役割」 奥田 立子（済生会広島病院） 

②「当検査センターで医療機関の院内感染を発見した一症例」 

                 山本 望（呉医師会臨床検査センター） 

③「高アンモニア血症を呈した Corynebacterium urealyticus による尿路感染症の一例」         

藤村 利佳（呉共済病院） 

第 44 回呉地区七夕学会のご案内 

ピンクリボン de カープに参加して 
広島市立安佐市民病院 宮田直樹 
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④「呼気 NO 検査における飲食物の影響について」松﨑 侑実（中国労災病院） 

  ⑤「当院における関節液検査の現状」 河野 雄一（済生会呉病院） 

   ⑥「尿細胞診標本作製方法の違いによる細胞像の比較検討」 

菅 亜里紗（呉医療センター） 

  

15:15～16:15 特別公演Ⅰ 

『日臨技・短期海外留学に参加して ～広島から世界へ！ 英語力ゼロからの挑戦～ 』 

     呉共済病院 病理診断科  小林 剛 技師 

 16:30～17:30 特別公演Ⅱ 

『あなたは好かれる人？それとも嫌われる人？』 

     三次地区医師会臨床検査センター  金本 實 技師 

 

【懇 親 会】 

18:00～20:00 呉阪急ホテル 3 階『安芸の間』にて 

※ 別紙申し込み案内をご参照ください 

 

【第 44回呉地区七夕学会 懇親会申し込みについて】 
懇親会参加ご希望の方は必要事項をご記入の上、Eメールまたは FAX にてお申込み下さい。 

■日 時：2018年 7月 7日（土）18：00～20：00 

■会 場：呉阪急ホテル 3階 『安芸の間』 

■会 費：5,000円（※学会受付時に徴収いたします） 

■申込締切り：2018年 6月 29 日（金）先着 100 名まで 

■参加申込先：呉共済病院検査部 佐々木 彩 まで 

【Email】a-sasaki@kure-kyosai.jp 

【FAX】0823-22-2216 

件名：七夕学会懇親会参加申込  担当：佐々木 彩 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第 44回呉地区七夕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 氏 名 

    

    

    

    

    

    

 

mailto:a-sasaki@kure-kyosai.jp

