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報告 & ご案内 

 H30(2018) 

速 報8月号 NO.382  
Hiroshima Association of Medical Technologists 

一般社団法人 広島県臨床検査技師会 
       ホームページ http://www.hiroringi.or.jp/ 

（モバイルサイト http://mw.hiroringi.or.jp/ ） 

 

C O N T E N T S 
ページ     項 目 
 

 

２    平成30・31年度 役員一覧 

８  第３６回 広島県医学検査学会（第１報） 

 

 

≪重要≫平成30年7月豪雨に関するお知らせ 

1.災害共済金・年会費減免の申請 

この度の豪雨で被災された会員の方に対し、被災の状態に応じて「災害共済金の支給及び会費減免」の適応

となる場合があります。日本臨床検査技師会及び広島県臨床検査技師会のホームページより、申請用紙がダ

ウンロードできますのでご利用ください。 

 

日本臨床検査技師会HP：http://www.jamt.or.jp/news/2018/news_002714.html 

広島県臨床検査技師会HP：http://hiroringi.or.jp/attention/20180711.html 

 

2.災害DVTボランティア募集 

平成３０年７月豪雨災害広島県対策本部から、このたび広島県臨床検査技師会へDVT検診の実施要請があっ

たことを受け、日臨技に災害対策本部が、広臨技に水野中四国支部長を室長とする被災地支援室が設置され

ました。詳細は広島県臨床検査技師会のホームページよりご確認ください。 

 

広島県臨床検査技師会HP：http://hiroringi.or.jp/information.html 

 

3.学会・研修会延期 

平成30年7月に開催が予定されていた以下の学会・研修会については、開催困難な状態につき延期となり

ました。別日開催の日程が決まり次第、お知らせします。 

学会・研修会名 日にち 開催場所 

第44回呉地区七夕学会 7月7日（土） ビューポートくれ 

東部地区新入会員オリエンテーション研修会 7月15日（日） 
福山市男女共同参画センター 

イコールふくやま 

 

 

この度の豪雨災害で被災された会員の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 

一日も早い復興をお祈りしております。 

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7月30日 

http://www.hiroringi.or.jp/
http://mw.hiroringi.or.jp/
http://www.jamt.or.jp/news/2018/news_002714.html
http://hiroringi.or.jp/attention/20180711.html
http://hiroringi.or.jp/information.html
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■役員業務分掌表 

 

役職名　（担当） 氏名 施    設    名

会       長 森田　益子
地方独立行政法人広島市立病院機構

広島市立安佐市民病院

副  会  長
（学術・広報）

飯伏　義弘
地方独立行政法人広島市立病院機構

広島市立広島市民病院
副  会  長

(経理・組織調査)
米田　登志男 広島赤十字・原爆病院

副  会  長
(事務局・渉外法規)

三舛　正志 厚生連廣島総合病院

常　務　理　事
 (事務局長)

坂田　菜穂美
地方独立行政法人広島市立病院機構

広島市立広島市民病院
常　務　理　事
(学術部長)

尾田　三世 広島大学病院

常　務　理　事
(経理部長)

浅野　清司 広島赤十字・原爆病院

常　務　理　事
(渉外法規部長)

中島　静
地方独立行政法人広島市立病院機構

広島市立安佐市民病院
常　務　理　事
(広報部長)

有谿　俊一 済生会呉病院

常　務　理　事
(組織調査部長)

難波　淨美 県立広島病院

理   事
 (事務局次長)

樫山　誠也 広島大学病院

理   事
 (学術副部長)

桑原　隆一 JR広島病院

理   事
 (経理副部長)

藤井　珠美 （一社）広島市医師会臨床検査センター

理   事
 (渉外法規副部長)

大塚　崇通
国家公務員共済組合連合会

吉島病院
理   事

(広島地区理事・経理担当)
吉井　恵子 中国電力株式会社　中電病院

理   事
(広島地区理事・広報副部長)

粟村　尚史 県立広島病院

理   事
(西部地区理事・組織調査副部長)

小松　浩基 厚生連廣島総合病院

理   事
(東部地区理事)

桑田　久子
地方独立行政法人府中市病院機構

府中市民病院
理   事

(東部地区理事)
細谷　勝己

広島県厚生農業協同組合連合会
尾道総合病院

理   事
(東部地区理事・組織調査副部長)

中宮　茂雄 三原赤十字病院

理   事
 (東広島地区理事)

小松　忠司 社会医療法人千秋会 井野口病院

理   事
(呉地区理事)

柴田　淳
国家公務員共済組合連合会
呉共済病院 病理診断科

理   事
(北部地区理事・組織調査副部長)

箕岡　博 市立三次中央病院

監   事 枡本　健 （一社）広島市医師会臨床検査センター
監   事 水野　誠士 厚生連廣島総合病院

参与 白石　幸雄
参与 谷口　薫 山陽女子短期大学・臨床検査学科

平成30・31年度 役員一覧 
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■学術部門員 

【臨床一般部門】 

業務担当 氏名 所属 

部門長 渡邊 隆徳 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 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 

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 
国家公務員共済組合連合

会 呉共済病院 

部門員 林田 理沙 
国家公務員共済組合連合

会 呉共済病院 

部門員 能宗 千帆 福山市民病院 

 

 

【臨床血液部門】 

業務担当 氏名 所属 

部門長 河野 浩善 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 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 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 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 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 広島市立安

佐市民病院 

部門員 宮本 一代 
公立学校共済組合 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 

 

 

 

 

 

 

 

【生理検査部門】 

業務担当 氏名 所属 

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 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 広島市立広

島市民病院 

部門員 谷本 麻美 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 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 マツダ株式会社 マツダ病院 

部門員 牧瀬 涼子 
広島県厚生農業協同組合

連合会 尾道総合病院 

部門員 大下 聖貴 厚生連吉田総合病院 

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 

 

 

【生物化学分析部門】 

業務担当 氏名 所属 

部門長 丸山 恭平 厚生連廣島総合病院 

会計担当 岡本 潤 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 広島市立安

佐市民病院 

部門員 室 暢彰 
国家公務員共済組合連合

会 吉島病院 

部門員 西部 真弓 マツダ株式会社 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 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 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 
国家公務員共済組合連合

会 呉共済病院 
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【臨床微生物部門】 

業務担当 氏名 所属 

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 総合病院庄原赤十字病院 

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 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 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 磯崎 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 
独立行政法人労働者健康

安全機構 中国労災病院 

 

 

【染色体・遺伝子検査部門】 

業務担当 氏名 所属 

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】 

業務担当 氏名 所属 

部門長 平田 明子 医療法人翠清会 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】 

業務担当 氏名 所属 

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 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 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 

地方独立行政法人広島市

立病院機構 広島市立安

佐市民病院 

 

 

【病理細胞部門】 

業務担当 氏名 所属 

部門長 吉田美帆 

独立行政法人国立病院機

構 呉医療センター・中国

がんセンター 

会計担当 道中孝典 
独立行政法人労働者健康

安全機構 中国労災病院 

部門員 永﨑 裕志 広島赤十字・原爆病院 

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 

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 
公立学校共済組合 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 

 

 

 

 

■情報システム委員会 

役職 氏名 所属 

担当副会長 飯伏 義弘 独立地方行政法人広島市立病院機構  広島市立広島市民病院 

担当理事 藤井 珠美 広島市医師会臨床検査センター 

委員長 荒瀬 隆司 広島大学病院 

副委員長 坪内 哲 広島赤十字・原爆病院 

委員 深田 直子 医療法人和同会 広島シーサイド病院 

委員 岡山 翼 広島赤十字・原爆病院 

委員 岡田 卓也 JR 広島病院 

委員 関 未来 厚生連廣島総合病院 

委員 福間 輝行 独立地方行政法人広島市立病院機構  広島市立広島市民病院 
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■臨床検査データ標準化委員会 

役職 （担当地区） 氏名 所属 

委員長 森本 隆行 広島大学病院 

副委員長 室 暢彰 国家公務員共済組合連合会 吉島病院 

基幹施設委員 津川 和子 広島大学病院 

基幹施設委員 森本 隆行 広島大学病院 

基幹施設委員 梶原 享子 広島大学病院 

基幹施設委員 小川 和子 県立広島病院 

基幹施設委員 渕上 浩美 県立広島病院 

基幹施設委員 井上 礼子 県立広島病院 

基幹施設委員 三舛 正志 厚生連廣島総合病院 

基幹施設委員 丸山 恭平 厚生連廣島総合病院 

基幹施設委員 米田 登志男 広島赤十字・原爆病院 

基幹施設委員 塔村 亜貴 広島赤十字・原爆病院 

委員 （広島地区） 室 暢彰 国家公務員共済組合連合会 吉島病院 

委員 （広島地区） 河野 浩善 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

委員 （広島地区） 吉岡 麻衣 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

委員 （広島地区） 橘 南美  中国電力株式会社 中電病院 

委員 （呉地区） 勝部 瑤子 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

委員 （北部地区） 重村 和政 三次地区医師会臨床検査センター 

委員 （東部地区） 細谷 勝己 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 

委員 （東部地区） 奥原 俊彦 福山臨床検査センター 

アドバイザー 新田 和雄 広島工業大学 

 

 

■広報部 

役職 氏名 所属 

担当副会長 飯伏 義弘 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

部長 有谿 俊一 済生会呉病院 

副部長 粟村 尚史 県立広島病院 

部員 石原 直樹 マツダ株式会社 マツダ病院 

部員 宮田 直樹 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院     

部員 加納 昭子 広島大学病院 

部員 黒島 眞太郎 JR 広島病院 

部員 本田 秋奈 JR 広島病院 

部員 村田 竜也 厚生連廣島総合病院 

部員 井町 海太 厚生連廣島総合病院 

部員 鍵原 碧 広島市立広島市民病院 

部員 土橋 沙織 広島市立広島市民病院 

部員 貞末 智美 広島医療生活協同組合 広島共立病院 

部員 糸谷 祥子 東広島医療センター 

部員 森崎 敬祐 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 

部員 錦織 沙弥 公立みつぎ総合病院  

部員 世良 美保 福山市医師会健康支援センター 

部員 西本 彩夏 市立三次中央病院 検査科  

部員 中村 有 厚生連吉田総合病院 

部員 池本 七生 社会医療法人 社団陽正会 寺岡記念病院 臨床検査室 
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■精度管理委員会 

役職 （担当分野） 氏名 所属 

委員長 室 暢彰 国家公務員共済組合連合会 吉島病院 

委員 飯伏 義弘 地方独立行政法人広島市立病院機構 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 

委員 （生化学検査） 坪内 哲 広島赤十字・原爆病院 

委員 （生化学検査） 森本 隆行 広島大学病院 

委員 （血液検査） 塔村 亜貴 広島赤十字・原爆病院 

委員 （血液検査） 三舛 正志 厚生連廣島総合病院 

委員 （輸血検査） 河野 真由 広島大学病院 

委員 （輸血検査） 藤井 明美 県立広島病院 

委員 （血液フォト） 岡田 卓也 ＪＲ広島病院 

委員 （血液フォト） 塔村 亜貴 広島赤十字・原爆病院 

委員 （一般検査） 荒瀬 美幸 厚生連廣島総合病院 

委員 （一般検査） 佐々木 彩 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 

委員 （一般検査） 河野 雄一 済生会呉病院 

委員 （微生物検査） 長岡 里枝 広島大学病院 

委員 （微生物検査） 池田 光泰 厚生連廣島総合病院 

委員 （微生物検査） 木村 公重 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

委員 （細胞検査） 小林 剛 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 

委員 （細胞検査） 吉田 美帆 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

委員 （細胞検査） 山田 貴之 福山市民病院 

委員 （病理検査） 竹内 まゆみ 呉医師会臨床検査センター 

委員 （病理検査） 吉田 美帆 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

委員 （病理検査） 福原 由美 広島市医師会臨床検査センター 

委員 （生理検査） 霜津 宏典 厚生連廣島総合病院 

委員 （生理検査） 福間 輝行 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

 

 

■表彰審査委員会 

役職 業務担当 氏名 所属 

委員 呉地区 向田 直美 福山臨床検査センター呉支所 

委員 北部地区 田川 豊政 厚生連吉田総合病院 

委員 東部地区 磯﨑 鋼次 福山市民病院  

委員 東広島地区 古川 容 独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター 

委員 
副会長 

（渉外法規） 
三舛 正志 厚生連廣島総合病院 

委員 
常務理事 

（渉外法規） 
中島 静 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 

委員 
理事 

（渉外法規） 
大塚 崇通 国家公務員共済組合連合会 吉島病院 
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■学術誌編集委員会 

役職 業務担当 氏名 所属 

担当副会長   飯伏 義弘 広島市立広島市民病院 

委員長 全体総括 尾田 三世 広島大学病院 

副委員長 編集・校正総括 若林 信浩   

委員 査読総括 小川 和子 県立広島病院 

委員 一般検査 山下 美香 広島赤十字・原爆病院 

委員 微生物検査 藤上 良寛 福山市医師会健康支援センター 

委員 生理検査 難波 浄美 県立広島病院 

委員 編集・校正 高田 愛 厚生連廣島総合病院 

委員 編集・校正 柏原 倫子 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 

委員 編集・校正 世良 美保 福山市医師会健康支援センター 

委員 編集・校正 宮田 直樹 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 

査読委員   谷口 薫 山陽女子短期大学 

査読委員   河野 浩善 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

査読委員   中島 静 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市安佐市民病院 

査読委員   小川 勝成 広島大学病院 

査読委員   羽原 利幸 公立学校共済組合 中国中央病院 

査読委員   津川 和子 広島大学病院 

査読委員   藤井 明美 県立広島病院 

査読委員   樫山 誠也 広島大学病院 

査読委員   上田 信江 広島西医療センター 

査読委員   森田 益子 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市安佐市民病院 

査読委員   若林 信浩   

査読委員   渕田 比呂志 三原市医師会病院 

査読委員   佐々木 彩 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 

 

■生涯教育委員会 

役職 氏名 所属 

担当副会長 飯伏 義弘 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

担当理事 桑原 隆一 JR 広島病院 

委員長 米本 仙浩 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

広島地区責任者 尾川 恵 厚生連廣島総合病院 

東部地区責任者 吉藤 彩子 福山市医師会健康支援センター 

東部地区副責任者 小林 さおり 尾道市立市民病院 

委員 中原 幸子 呉市医師会検査センター 

委員 沖西 由衣 広島大学病院 

委員 鴨川 瑞樹 広島大学病院 

委員（会計） 内田 理加 県立広島病院 

委員（会計） 柴田 茜 県立広島病院 

委員 高岡 衣里賀 広島赤十字・原爆病院 

委員 海谷 慧 広島赤十字・原爆病院 

委員 長谷川 文香 厚生連廣島総合病院 

委員 吉岡 美紅 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

委員 西村 多茉美 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 
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■役員推薦委員会 

役職 担当地区 氏名 所属 

委員 広島地区 矢野 礁風 マツダ株式会社 マツダ病院 

委員 広島地区 小川 和子 県立広島病院 

委員 広島地区 前 かをり 広島市医師会臨床検査センター 

委員 呉地区 宮野 秀昭 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

委員 東広島地区 竹田 美智恵 本永病院 

委員 東部地区 森 三郎 尾道市立市民病院 

委員 北部地区 佐藤 知義 総合病院庄原赤十字病院 

 

 

 

第３６回広島県医学検査学会の開催が決定しました。 

■開催日：平成31年2月23日（土）～24日（日） 

■開催場所：グランラセーレ東広島 

    住所：〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇 6950-2 

  

一般演題の募集については、詳細が決定次第お知らせします。 

 

 

 

 

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８月１０日です） 

第３６回 広島県医学検査学会（第1報） 


