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２    平成 30・31 年度 広臨技執行部がスタート！！ 

    会長就任のご挨拶 

３   平成 30年度 定期総会報告 

４   平成 29年度 広島県臨床検査技師会 会員表彰 

５   平成 30年度  第 2回理事会報告 

１２  平成 30年度生涯教育講座が始まりました 

１３ HIV臨時検査に参加して 

１４ 第 20 回東部地区学会のご案内 

 

 

＜第 44回 呉地区七夕学会のご案内＞ 

【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） 

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 

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 6月 29日 
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会長就任のご挨拶 
一般社団法人広島県臨床検査技師会 

森田益子 

                                

会員、賛助会員の皆様におかれましては、平素より当技師会活動にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

この度、一般社団法人広島県臨床検査技師会の役員改選に伴い、平成 30 年定期総会において理事として選任

され、続いて行われた理事会審議にて平成 30・3１年度の代表理事会長に就任することとなりましたので、役

員を代表して就任のご挨拶を申し上げます。 

当会は、昭和 25（1950）年に１8 名の技師により設立され、現在、会員数は、1800 名を超え 68年間で 100

倍となりました。また、女性会員は 1395名と全体の 77.2%を占めています。 

その歴史の中で、初めての女性会長として、身の引き締まる思いでおります。 

これまでの会長のように努められるか不安もありますが、諸先輩が築き上げた素晴らしい部分は継承しなが

らも、改革すべきところは改革し、今後、更なる当会の発展に微力ながら尽力していきたいと思います。 

今、医療情勢は大きく変化しています。医療法の改正があり検体検査の分類の見直しにより、遺伝子関連検

査が追加され、医療機関等が自ら検体検査を実施する場合や衛生検査所の検体検査の精度の確保に関する基準

のとりまとめ案が提示されました。省令公布され半年程度の準備期間の後、本年 12 月頃には法律、省令が施行

されます。その為の準備や精度確保に関する事項について広臨技として、会員施設に対して支援していきたい

と思います。 

また、会員の知識および技術の向上のために、学術誌「広島臨床検査」の継続発行や学術部門や各地区理事

を中心とした研修会を開催します。組織強化のための「地域ニューリーダ実践講習会」「初級・職能開発講習会」

の開催や、公益活動の実施・参画により、医療・公衆衛生の向上に貢献し、臨床検査技師の社会的認知度の向

上を目指します。          

多くの事業を展開できるよう役員一同全力で取り組んでまいる所存です。 

会員の皆様、今後も一層のご支援・ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30・31年度 広臨技執行部がスタート！！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529667672/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ob21lLmxpdmluZ2ZrLmNvbS91cGxvYWRzL3Nwcml0ZS9pdGVtL2ltYWdlLzExMDIvYjRiYWQ3OTQ0Yi5wbmc-/RS=^ADBXOIr1aqFRMM_sHiAX9AIzKyoIXI-;_ylt=A2RiomLXjitbhBEABiaU3uV7
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平成３０年６月９日（土）ホテルニューヒロデンにて平成３０年度定期総会が開催された。 

 

総会に先立ち中島渉外法規部長の進行のもと、平

成２９年度会員表彰式が行われた。今年度は 26名が

表彰され、表彰状と記念品が贈られた。永年職務奨

励者表彰を受賞された三舛正志氏より受賞者を代表

して挨拶が述べられ、会場から各受賞者に祝福の拍

手が送られた。 

定期総会は森田副会長の開会の辞に始まり、三舛

事務局長の進行で行われた。 

 書面評決・委任総数 1,380 名と総会員数 1,763 名

の過半数に達し総会は成立した。 

 第１号議案の平成２９度事業報告では、水野会長

から継続事業として１）県学会（呉市）開催２）学

術・各地区の研修会、３）検査と健康展開催につい

て、４）学術誌「広島臨床検査 vol.6」の発刊、５）

公益活動としてエイズキャンペーン、ピンクリボン

キャンペーン、がん啓発、県民フォーラムの事業活

動報告があった。新規事業として、１）認知症対応

力向上研修会、２）初級・職能開発講習会、３）速

報・行事予定表の廃止に向け報告があった。引き続

き各部局事業報告が行われた。   

第２号議案は平成２９年度決算報告、第３号議案は

平成２９年度一般会計監査報告が行われた。 

第１号～第３号議案は賛成多数で承認された。 

続いて第４号議案の平成３０年度事業方針案では、

１）会員資質向上と組織強化、２）臨床検査技師の

社会的認知度の向上、３）県学会の開催（東広島市）、

４）精度管理、標準化、検査データの共有化、そし

て５）公益法人化への検討の５事業の提案があった。 

続いて各部局からの事業方針の説明ののち、第５号

議案の平成３０年度予算案が説明された。第４号、

第５号議案ともに賛成多数で承認された。 

 第６号議案では、役員推薦委員会の足免委員長か

ら新役員選任について説明があった。役員候補は一

人ひとりの承認が行われ、すべての役員が決まった。 

議事運営委員会からの緊急議案や動議はなく、議

長より総会の議事がすべて終了したことが告げられ、

総会役員および書記の解任の後、無事終了となった。 

最後に飯伏副会長の閉会の辞によりすべての総会日

程が終了した。 

 

 

 

平成３０年度 定期総会≪報告≫ 

総会役員・議事録署名人の選出 

・議長 河野 浩善（広島市民病院） 

・資格審査委員兼議事運営委員 

理事２名 中宮 茂雄（三原赤十字病院） 

 小松 忠司（井野口病院） 

正会員３名  荒瀬 隆司（広島大学病院） 

 金本 隆司 

（厚生連吉田総合病院） 

  佐々木 彩 

（呉共済病院） 

書記２名 大石 由美 

（広島原対協健康管理増進センター） 

 中村 友紀子（広島大学病院） 

議事録署名人  佐々木 美恵 

（広島市医師会臨床検査センター） 

        水野 誠士   

 （広島県臨床検査技師会 会長） 

資格審査報告および議事の時間配分 

 

正会員数 １，７６３名 

出席者数 １，３８０名 

 

出席者数     ５６名 

書面表決者数  ６２４名 

委任状出席者数 ７００名 

 

議事予定 １６時３０分～１７時３０分 

第１号～第３号議案・質疑応答  ２５分 

第４号・第５号議案・質疑応答  ２０分 

第６号議案 １０分 

第７号議案            ５分 

追加・緊急動議等 なし 
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■ 学術業績者表彰  林 紀子（呉共済病院）「クレチニン試験紙の偽反応を起こす要因についての検討」 

■ 学術奨励賞        該当者なし                                                   

■ 功労者表彰        若林 信浩 

■ 特別表彰     該当者なし 

■ 永年職務精励者表彰（24 名） 

 氏 名 施  設  名 

1 矢野 有美 マツダ病院 

2 浅野 清司 広島赤十字・原爆病院 

3 岡田 美恵子 福山市医師会健康支援センター  

4 山本 泰子  

5 久保 真弓 広島市医師会臨床検査センター 

6 池田 隆文 済生会広島病院 

7 瀬良 理恵 福山市医師会健康支援センター  

8 細井 るり子 医療法人社団一陽会原田病院 

9 戸井 紳二 広島市立広島市民病院 

10 三舛 正志 厚生連廣島総合病院 

11 佐々木 美恵 広島市医師会臨床検査センター 

12 増原 美幸 広島市立広島市民病院 

13 谷重 直子 日本赤十字社 中四国ブロック血液センター 

14 井上 英昭 日本鋼管福山病院 

15 林 憲子  

16 小川 初恵  

17 酒井 啓子 医療法人社団啓卯会村上記念病院 

18 新田 和雄 広島工業大学 

19 新里 篤志 財団法人広島県環境保健協会  

20 濱家 満江 県立広島病院 

21 坂本 一 広島逓信病院  

22 三好 敏之  

23 梅林 るり子  

24 石井 洋三 広島国際大学 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 広島県臨床検査技師会 会員表彰 
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平成３０年６月９日（土）ホテルニューヒロデンにて平成３０年度第 2回理事会が開催された。 

＜討議事項＞ 

【事務局】 

●広島県臨床検査技師会 30・31年度 理事候補 ⇒ 総会にて承認済、役職につき承認 

 氏名 ふりがな 所属施設 役職 

常務理事 浅野 清司 あさの きよし 広島赤十字・原爆病院 経理部長 

常務理事 有谿 俊一 ありたに しゅんい

ち 

済生会呉病院 広報部長 

理事 粟村 尚史 あわむら なおふみ 県立広島病院 広報副部長・広島地区理事 

常務理事 飯伏 義弘 いぶし よしひろ 広島市立広島市民病院 副会長（広報・学術） 

理事 大塚 崇通 おおつか たかみち 吉島病院 渉外・法規副部長 

常務理事 尾田 三世 おだ みよ 広島大学病院 学術部長 

理事 樫山 誠也 かしやま せいや 広島大学病院 事務局次長 

理事 桑田 久子 くわだ ひさこ 府中市民病院 東部地区理事 

理事 桑原 隆一 くわはら りゅうい

ち 

JR 広島病院 学術副部長 

理事 小松 忠司 こまつ ただし 井野口病院 東広島地区理事 

平成 30 年度 第２回理事会報告 

受賞者の皆さん 
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理事 小松 浩基 こまつ ひろき 厚生連廣島総合病院 組織調査副部長・西部地区

理事 

常務理事 坂田 菜穂美 さかた なおみ 広島市立広島市民病院 事務局長 

理事 柴田 淳 しばた じゅん 呉共済病院 呉地区理事 

常務理事 中島 静 なかしま しずか 広島市立安佐市民病院 渉外・法規部長 

理事 中宮 茂雄 なかみや しげお 三原赤十字病院 東部地区理事・組織調査副

部長 

常務理事 難波 浄美 なんば きよみ 県立広島病院 組織調査部長 

理事 藤井 珠美 ふじい たまみ 広島市医師会臨床検査セン

ター 

経理副部長 

理事 箕岡 博 みのおか ひろし 市立三次中央病院 北部地区理事・組織調査副

部長 

常務理事 三舛 正志 みます まさし 厚生連廣島総合病院 副会長（事務局・渉外・法

規） 

常務理事 森田 益子 もりた ますこ 広島市立安佐市民病院 会長 

理事 吉井 恵子 よしい けいこ 中電病院 広島地区理事・経理担当 

常務理事 米田 登志男 よねだ としお 広島赤十字・原爆病院 副会長（組織調査・経理） 

理事 細谷 勝己 ほそや かつみ JA 尾道総合病院 東部地区理事 

 

監事 枡本 健 ますもと けん 広島市医師会臨床検査センター 

監事 水野 誠士 みずの せいし 厚生連廣島総合病院 

【学術】 

●学術部の規程の変更を提案します。⇒ 承認 

＊ 学術部運営規程 第 8 条 3 

  学術部員は、理事会において役員を除く正会員より選出し、会長が委嘱する。 

 →学術部員は、理事会において正会員より選出し、会長が委嘱する。 

＊ 講師謝礼細則（講師料の設定）第 2 条 3 

  （別表-1）に示す講師料金額は、源泉徴収金（税率 10.21％）を含まないこととする。 

 →（別表-1）に示す講師料金額は、源泉徴収金を含んだ金額とする。 

＊ （別表-1）に「他県の支部部門長」を追加 

＊ （別表-1）の「県学会など本会全体を対象とする特別企画の講演」の講師料 

 事業計画に基づき理事会で協議 

 →理事会で承認 

（別表-1） 

 講師料（円） 源泉徴収金（円） 

当会会員の講師 5,000           568 

当会会員以外の臨床検査技師または 

それに相当する専門職種の講師 

10,000     1,137 

                

大学助手、勤務医、課長クラスの講師 20,000     2,274 
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大学教授・助教授・講師 

病院部長以上クラスの講師 

部長・所長クラスの講師 

他県の日臨技全国委員の講師 

他団体の役員の講師 

 

 

30,000     3,411 

県学会など本会全体を対象とする特別企画の講演 事業計画に基づき理事会で協議 

                  ↓ 

 講師料   （源泉徴収税額） 

当会会員の講師 5,568            （568） 

当会会員以外の臨床検査技師または 

それに相当する専門職種の講師 

11,137     （1,137） 

大学助手、勤務医、課長クラスの講師 

他県の支部部門長 

22,274     （2,274） 

大学教授・助教授・講師 

病院部長以上クラスの講師 

部長・所長クラスの講師 

他県の日臨技全国委員の講師 

他団体の役員の講師 

 

 

33,411     （3,411） 

県学会など本会全体を対象とする特別企画の講演 理事会で承認 

＊ 講師謝礼細則（報告義務） 第 4条 

講演等を依頼した部門長又は領域長は、講演会終了後、講演会等の日時、講師の氏名及び謝礼額等を経

理担当常務理事に報告しなければならない。 

→講演等を依頼した担当者は、講演会終了後、講演会等の日時、講師の氏名及び謝礼額等を経理担当常務

理事に報告しなければならない。 

＊ 検査研究部門細則 第 6条に 3を追加 

3 部門員については、前項に定めるにかかわらず部門長が推薦理由を示し、常務理事会がそれを承認した場

合、通算任期を変更することができる。 

 

●広島県臨床検査技師会 30・31年度 学術部門員 ⇒ 承認 

 

臨床一般部門 

  氏名 所属施設 

部門長 渡邊 隆徳 広島市立安佐市民病院 

会計担当 原田 裕美 広島大学病院 

部門員 山下 美香 広島赤十字・原爆病院 

部門員 徳永 裕介 広島赤十字・原爆病院 

部門員 荒瀬 美幸 厚生連廣島総合病院 

部門員 猪丸 祐美子 厚生連廣島総合病院 

部門員 中原 幸子 呉市医師会臨床検査センター 
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部門員 河野 雄一 済生会呉病院 

部門員 石橋 健 福島生協病院 

部門員 佐々木 彩 呉共済病院 

部門員 林田 理沙 呉共済病院 

部門員 能宗 千帆 福山市民病院 

 

臨床血液部門 

  氏名 所属施設 

部門長 河野 浩善 広島市立広島市民病院 

会計担当 井上 礼子 県立広島病院 

部門員 中川 浩美 広島大学病院 

部門員 中島 静 広島市立安佐市民病院 

部門員 塔村 亜貴 広島赤十字・原爆病院 

部門員 西村龍太 広島赤十字・原爆病院 

部門員 坂本美智子 広島市医師会臨床検査センター 

部門員  又賀 史織 広島市立安佐市民病院 

部門員 宮本 一代 中国中央病院 

部門員 中村 友紀子 広島大学病院 

部門員 鉛山 かおり 厚生連広島総合病院 

 

生理機能検査部門 

  氏名 所属施設 

部門長 岡野 典子 広島大学病院 

会計担当 横山 幸枝 広島大学病院 

部門員 福間 輝行 広島市立広島市民病院 

部門員 谷本 麻美 広島市立広島市民病院 

部門員 中迫 祐平 広島赤十字・原爆病院 

部門員 清水 健太 広島赤十字・原爆病院 

部門員 鳥本 愛弓 県立広島病院 

部門員 中本 里美 県立広島病院 

部門員 竹田 裕美 市立三次中央病院 

部門員 梶川 裕子 マツダ病院 

部門員 牧瀬 涼子 JA 尾道総合病院 

部門員 大下 聖貴 JA 吉田総合病院 

部門員 原 千花子 厚生連廣島総合病院 

部門員 本堂 夏実 厚生連廣島総合病院 

部門員 霜津 宏典 厚生連廣島総合病院 
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生物化学分析部門 

  氏名 所属施設 

部門長 丸山 恭平 厚生連廣島総合病院 

会計担当 岡本 潤 広島市立安佐市民病院 

部門員 室 暢彰 吉島病院 

部門員 西部 真弓 マツダ（株）マツダ病院 

部門員 佛円 尚美 県立安芸津病院 

部門員 重村 和政 三次地区医師会臨床検査センター 

部門員 岡山 翼 広島赤十字・原爆病院 

部門員 森本 隆行 広島大学病院 

部門員 平田 直也 福山市民病院 

部門員 加藤 未来 広島市立広島市民病院 

部門員 井爪 温子 済生会広島病院 

部門員 平本 淳也 呉共済病院 

 

臨床微生物部門 

  氏名 所属施設 

部門長 池部 晃司 厚生連廣島総合病院 

会計担当 須々井 尚子 市立三次中央病院 

部門員 辻 隆弘 庄原赤十字病院 

部門員 志田原 郁子 福山市医師会健康支援センター 

部門員 奥田 立子 済生会広島病院 

部門員 吉田 知子 広島市立安佐市民病院 

部門員 高岡 俊介 広島赤十字・原爆病院 

部門員 木場 由美子 広島大学病院 

部門員 磯﨑 綱次 福山市民病院 

部門員 山本 望 呉市医師会臨床検査センター 

部門員 蛎屋 俊 県立広島病院 

部門員 荒木 裕美 広島赤十字・原爆病院 

部門員 野田 紗緒里 広島市医師会臨床検査センター 

部門員 津田 真莉子 中国労災病院 

 

病理細胞部門 

  氏名 所属施設 

部門長 吉田 美帆 呉医療センター・中国がんセンター 

会計担当 道中 孝典 中国労災病院 

部門員 金子 佳恵 広島大学病院 

部門員 髙井 チカ子 広島大学病院 

部門員 井上 裕昭 三菱三原病院 
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部門員 河本 涼助 県立広島病院 

部門員 二反田 裕美 済生会広島病院 

部門員 山代 翔太 中国中央病院 

部門員 田中 幸 広島市医師会臨床検査センター 

 

染色体・遺伝子検査部門 

  氏名 所属施設 

部門長 渕田 比呂志 三原市医師会病院 

会計担当 廣瀬 祥子 広島大学病院 

部門員 橋本 義昭 広島赤十字・原爆病院 

部門員 矢内 彩佳 広島大学病院 

 

総合管理部門 

  氏名 所属施設 

部門長 平田 明子 翠清会梶川病院 

会計担当 藤崎 未来 安芸太田病院 

 

輸血細胞治療部門 

  氏名 所属施設 

部門長 上村 安美 広島赤十字・原爆病院 

部門員 河野 真由 広島大学病院 

会計担当 村田 竜也 厚生連廣島総合病院 

部門員 兒玉 有里 県立広島病院 

部門員 白井 琢也 広島市立広島市民病院 

部門員 黒島 眞太郎 JR 広島病院 

部門員 関藤 真由美 広島市立安佐市民病院 

 

●広島県臨床検査技師会 30・31年度 役員推薦委員会 ⇒ 承認 

 

地区 氏名 所属施設 

広島地区 矢野 礁風 マツダ株式会社 マツダ病院 

広島地区 小川 和子 県立広島病院 

広島地区 前 かをり 広島市医師会臨床検査センター 

呉地区 宮野 秀昭 呉医療センター・中国がんセンター 

東広島地区 竹田 美智恵 本永病院 

東部地区 森  三郎 尾道市立市民病院 

北部地区 佐藤 知義 庄原赤十字病院 
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●広島県臨床検査技師会 30・31年度 臨床検査精度管理委員会 ⇒ 承認 

 

広臨技平成 30・31 年度 臨床検査精度管理委員会 

委員長 室 暢彰 吉島病院 

副委員長 森本 隆行 広島大学病院 

委員 飯伏 義弘 広島市立広島市民病院 

委員 米田 登志男 広島赤十字原爆病院 

委員 水野 誠士 厚生連廣島総合病院 

ワーキング委員   

生化学検査＊ 

 

坪内 哲 広島赤十字・原爆病院 

森本 隆行 広島大学病院 

血液検査＊ 

 

塔村 亜貴 広島赤十字・原爆病院 

三舛 正志 厚生連廣島総合病院 

輸血検査＊ 

 

河野 真由 広島大学病院 

藤井 明美 県立広島病院 

血液フォト＊ 

 

岡田 卓也 ＪＲ広島病院 

塔村 亜貴 広島赤十字・原爆病院 

一般検査＊ 

 

 

荒瀬 美幸 厚生連廣島総合病院 

佐々木 彩 呉共済病院 

河野 雄一 済生会呉病院 

微生物検査＊ 

 

 

長岡 里枝 広島大学病院 

池田 光泰 厚生連廣島総合病院 

木村 公重 広島市立広島市民病院 

細胞検査＊ 

 

 

小林 剛 呉共済病院 

吉田 美帆 中国がんセンター呉医療センター 

山田 貴之 福山市民病院 

病理検査＊ 

 

 

竹内 まゆみ 呉医師会臨床検査センター 

吉田 美帆 中国がんセンター呉医療センター 

福原 由美 広島市医師会臨床検査センター 

生理検査＊ 

 

霜津 宏典 厚生連廣島総合病院 

福間 輝行 広島市立広島市民病院 
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生涯教育（東部地区）に参加して 

●広島県臨床検査技師会 30・31年度 広報部員 ⇒ 承認 

 

広報部 

氏名 所属施設 

石原 直樹 マツダ株式会社マツダ病院 

宮田 直樹 広島市立安佐市民病院      

加納 昭子 広島大学病院 

黒島 眞太郎 JR 広島病院 

本田 秋奈 JR 広島病院 

村田 竜也 厚生連廣島総合病院 

井町 海太 厚生連廣島総合病院 

鍵原 碧 広島市立広島市民病院 

土橋 沙織 広島市立広島市民病院 

貞末 智美 広島共立病院 

糸谷 祥子 東広島医療センター 

森崎 敬祐 呉共済病院 

錦織 沙弥 公立みつぎ総合病院  

世良 美保 福山市医師会健康支援センター 

西本 彩夏 市立三次中央病院 検査科 病理 

中村 有 JA 吉田総合病院 

 

●広島県臨床検査技師会 30・31年度 表彰審査委員会 

表彰審査委員会については、委員のリストアップが間に合わなかったため後日理事メールで承認を得たいと

思います。 

 

平成 30年度生涯教育講座が、広島地区と東部地区で各 5回シリーズが始まりました。（申込みは終了） 

場所・開催日時につきましては、広臨技ホームペー

ジでご確認下さい。 

生涯教育講座予定 （基礎：２０点） 

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

 

第１回 【歯科領域】 医師   

第２回 【チーム医療】 看護師 

第３回 【水族館のお仕事】   

第４回 【薬のお話】 薬剤師 

第５回 【発達障害】 医師 

 

今年も広臨技生涯教育講座が始まりました。毎年、

東部地区では全 5回のうち奇数回は福山医師会館で、

偶数回は尾道市民病院で開催されます。 

第１回目が 5 月 24 日（木）に『歯医者へ行こう』

と題して歯科口腔外科医師の中野誠先生を招いて開

催されました。今回は申込み人数の約半数ほどの 103

名の方が参加され、熱心に先生の話に聞き入ってお

られました。 

「人生最後の食事として何を食べたいですか？」

という質問から始まり、歯周病、口腔ケアについて

と自分自身の健康管理に役立つ内容ばかりで、あっ

という間に時間が過ぎていきまいた。歯周病は歯を

平成３０年度 生涯教育講座が始まりました 
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失う原因になるだけでなく全身の健康に影響を与え

ることや口腔内の細菌が死因となり得る誤嚥性肺炎

を引き起こすことなど、改めて口腔ケアの大切さを

感じました。私もセルフケアを見直すとともにさっ

そく近くの歯科で定期健診をうけて『かかりつけ歯

科』を見つけようと思います。 

内容は毎回、専門に特化せず昨年度のアンケート

などを参考に決められたテーマで開催されます。日

頃あまり関わりのない分野の話が聞けるチャンスに

なるかもしれませんよ。 

また講座のはじめにも説明がありましたが、参加

すると日臨技生涯教育研修制度に基づいて日臨技の

各種認定試験の受験資格に必要となる基礎点が 20点

つきます。基礎点がつく研修会は少ないそうなので

今年参加していない方も来年はぜひ参加してみませ

んか。（広報部 大越）

 

 

 

 

６月１日から６月７日のＨＩＶ検査普及週間に

合わせて、広島市がＨＩＶ臨時検査を６月１ ,２日

の両日に実施しました。今回は広島市、特定非営

利活動法人りょうちゃんずと広臨技による活動です。広

臨技は６月２日に参加し、会員ボランティア３名

が検査を担当しました。検査はＨＩＶと梅毒の迅

速検査を行い、2日間で 56 名の方に受検していただけ

ました。当日は他団体と協力して、レッドリボン活動を

行う大切さを感じる活動になりました。 

 

 

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 
 

 

 

 

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７月９日です）

 

HIV 臨時検査に参加して 
渉外法規部長 中島 静 
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広島県臨床検査技師会 

東部地区理事 

 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、この度、第 20 回東部地区学会が福山市において下記の日程で開催されることが決まりましたのでご案内

申し上げます。 

敬具 

 

開催日：平成 30年 11 月 4日(日) 13：00～17：00 

会場 ：まなびの館ローズコム（福山市生涯学習プラザ 4F大会議室） 

     福山市霞町１丁目 10 番 10号   TEL  084-932-7265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題名  

施設名  

発表者  

 

※申込書を受け取り次第、当方より受付確認 FAX を返信し受付完了とさせていただきます。 

FAX送信後、3日以内に受付確認 FAXが届かない場合、恐れ入りますが、上記申込先までご連絡いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

第 20 回 東部地区学会のお知らせ 

第 20 回東部地区学会演題募集について 

 

第 20回東部地区学会の演題を募集致します。 

日頃の研究成果を、是非この機会に発表して頂きますようご案内申し

上げます。 

 

 締め切り：平成 30 年 8月 24日（金） 

 申込先 ：府中市民病院 臨床検査科 桑田久子 

      TEL：0847-45-3300 FAX：0847-45-6237 

      E-mail：k_ohisa@yahoo.co.jp 


