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一般社団法人広島県臨床検査技師会 

会長  水野 誠士 

新年あけましておめでとうございます。皆様方の

おかれましては清々しい新年をお迎えのこととお慶

び申し上げます。 

旧年中は会の事業にご支援ご協力を賜りまして誠

にありがとうございます。 

急速に進められる医療体制の整備の中、臨床検査

の社会も例外ではなく変化を求められています。平

成２９年６月、医療法の一部が改正されました。 

臨技法に関する部分は検体検査の精度の確保「ゲ

ノム医療の実用化に向けた遺伝子関連検査の精度の

確保等に取り組むために以下のことを実施する。１）

医療機関、衛生検査所等の医療機関が検体検査業務

を委託する者の精度管理の基準の明確化２）医療技

術の進歩に合わせて検体検査の分類を柔軟に見直す

ため、検査の分類を厚生労働省令で定めること」と

しています。医療機関における精度管理の在り方、

遺伝子関連検査の基準等が３月頃にはとりまとめら

れるようです。 

今年もまたそれらの変化に対応すべく、多くの事

業を展開していきます。 

卒後４～６年を対象に医療人、職能人としてのス

キルアップを目的に「初級・職能開発講習会」、認知

症の概念・予防・治療から認知症患者に対する対応

力向上などを目的として「認知症対応能力向上講習

会」、昨年まで実施してきた「検査相談・説明のでき

る臨床検査技師育成講習会」を更にビルドアップし

た「医療現場における職能向上のための臨床検査技

師育成講習会」、さらに広臨技組織を強化するために

人材育成を目的に「次世代ニューリーダー育成講習

会」を開催いたします。  

私達は今、法改正という新たなスタートラインに

立ちました。この機を逃さず確実に実績を積み上げ

ていくとこが大切です。執行部では皆様の職場にお

いて、それらの一つでも実現できるよう支援や必要

な情報を提供していきたいと考えております。 

私達の一つ一つの取り組みが実績となり地域医療

を支え、県民の健康福祉に貢献できることを信じて

努力してまいります。 

皆様方には本年もより一層のご支援、ご協力を賜

りますようお願い申し上げるとともに、皆様方とご

家族のご健勝と益々のご繁栄を祈念申し上げ、新年

のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお

願い申し上げます。

 

 

 

平成 29年 11/11から 11/12 にかけて、山口県下関

市の「海峡メッセ下関」・「下関市生涯学習プラザ」

にて、第 50回中四国支部医学検査学会が開催されま

した。 

まず、開会式にて渋田秀美学会長より開会の宣言

が行われました。「今回は 50 回目という大きな節目

であり、～50年の時間
と き

を重ねて～というサブタイト

ルも付けた。諸先輩方が努力を積み重ねてきたから

こそ、今年度も学会を開催することができた。この

伝統をしっかりと受け継いでいけるよう、我々も尽

力していこう。」と、激励の言葉をいただき、本学会

は幕を開けました。 

今回の学会では 2日間で 160 題の演題が発表され

ました。日々の業務が忙しいにもかかわらず、症例

新年のご挨拶 

平成 29 年度中四国支部医学検査学会レポート 
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検討・試薬や機器の検討・業務負荷の改善など、様々

なことに力を尽くされていました。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知

識や症例を学ぶことができました。 

 初日の夜には、『シーモールパレス』の宴会場にて、

懇親会が行われました。日本臨床検査技師会・宮島

喜文会長も御参加いただき、ご挨拶をいただきまし

た。「より良い医療を提供するためには、これまで以

上に検査を発展させ、貢献していかなければならな

い。そのためには、検査技師をはじめ、各メーカー、

各卸業者など、検査業界全体が一丸となって、取り

組んでいこう。」との激励の挨拶ののち、楽しい 1日

目の夜が始まりました。普段お世話になっている他

施設の方や、業者の方、そして懐かしい同級生や恩

師などと、他愛もない話で大いに盛り上がったので

はないのでしょうか。そして、来年の中四国支部医

学検査学会は香川県で開催されるため、香川県臨床

検査技師会の方々が、来年に向けての意気込みを語

っておられました。香川県出身の私にとっては、広

島の皆様にもぜひ来年香川県に足を運んでいただき、

観光・郷土料理・酒などを堪能していただきたいと

存じます。 

 2日目も無事開催され、私も演題発表を行いました。

7 分間という短い時間ではございましたが、このため

に今までの長い期間、様々な検証を行い、抄録を作

成し、分かりやすいスライドを作成するために試行

錯誤を繰り返し、そしてその頑張った成果を披露で

きたことに達成感を感じました。また、他施設の演

題を聴講し、刺激を受けた方々も多いのではないの

でしょうか。 

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

すが、運営に携わっていただいた山臨技の方々をは

じめ、役員の方々に厚く御礼申し上げます。 

（広報部 黒島）

 

 

 

 

平成２９年１１月２３日（祝）、ゆめタウン廿日市

の市民ホールにて「検査と健康展」が開催されまし

た。このイベントは、国民の健康づくり、生活習慣

病の早期発見、定期的な健康診断の重要性や臨床検

査の正しい知識と普及、臨床検査技師を広く紹介す

ることを目的とし、年１回行われています。当日は

県内各施設から約５０名の臨床検査技師と機器メー

カー、健康相談のための医師達が集まりました。 

 今年は①肺年齢測定、②骨密度測定、③血糖値測

定、④貧血測定、⑤血管年齢測定、⑥血管機能測定、

⑦認知症スクリーニングの７つの検査を行いました。

会場前にはおよそ３０分前から列ができはじめ、検

査開始後も多い時は１時間待ちとなるほど大盛況と

なりました。「去年も来て健康について参考になった

ので、今年を楽しみにしていた。」や、「来年の開催

予定は？」などという声があり、このイベントに寄

せられる期待を感じました。 

 医師による健康相談コーナーでは、日常のささい

な疑問から検査結果についてまで、さまざまなこと

検査と健康展 レポート 
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が質問されていました。中には病院で受けた検査結

果を持ってこられている熱心な方もおられました。

検査結果について詳細な説明や生活上の注意をアド

バイスされ、安心した表情で帰っていかれる受検者

の方が印象的でした。 

 また、検査体験コーナーではお子様向けの体験コ

ーナーとして、エコー検査、顕微鏡が用意されてい

ました。顕微鏡に背が届かないお子様が椅子の上に

立って興味津々で顕微鏡を覗いているのはとてもか

わいらしく、これを機に検査に興味を持ってくれる

と嬉しいです。 

 全体を通し、約３００名の受検者の方がこられま

した。７つのすべての検査をされた方も多数おられ

ました。これを機に定期的な健康診断や臨床検査技

師に興味をもってもらえると幸いです。また、当日

は他施設の臨床検査技師とも交流がはかれ、参加ス

タッフにとっても大変有意義な一日となりました。

ぜひ、来年はスタッフとして参加されてはいかがで

しょうか。（広報部 中村 あい） 

検査実績 

実施検査項目 検査件数 

①血管年齢 （CAVI 検査）  227件 

②血管機能 （Hemo SurveU） 139件  

③肺年齢 肺機能検査） 129件（ﾏｳｽﾋﾟｰｽの在庫切れにより 14：00終了）  

④骨年齢 （骨密度測定） 232件  

⑤糖尿病検査 （簡易血糖検査）  178件 

⑥貧血検査 （経皮的 Hb検査） 137件 

⑦認知症スクリーニング（物忘れ相談プログラム） 105件 

⑧無料検査相談   52 件  

⑨キッズ検査体験  54 件 

配布物 250 セット 14：15 には終了                          合計 1253件                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 24日(金)、毎年恒例の呉地区ボウリング大会

が開催されました。普段関わることのない呉地区の

方々と交流ができるこのイベントをとても楽しみに

していたのですが、呉地区のイベントへの参加が初

めてであったので、最初は緊張してしまいました。

しかしいざ始まってみると、どのレーンでもストラ

イクやスペアを出した時にはハイタッチを交わし合

っていてとても明るく楽しい雰囲気であったので、

すぐに緊張はほぐれ、心の底から楽しむことができ

ました。 

呉地区ボウリング大会に参加して 
呉共済病院 検査部 西村勝夢 
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 第１投目では 3本しか倒すことができず幸先悪い

スタートでしたが、後半になるにつれてどんどん調

子が上がっていき、信じられないことに優勝するこ

とができました。大会で優勝するという経験は滅多

にないことなので、とても嬉しかったです。 

 今回の呉地区ボウリング大会では多くの方々と交

流を深めることができ、有意義な時間を過ごすこと

ができました。大会運営してくださった皆様、あり

がとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 26日（日）に福山医師会館にて第 24回福山

医学祭が開催されました。福山医学祭は医師や看護

師、コメディカルなど医療に取り組むさまざまな分

野の医療従事者が日頃の研究成果を発表する場です。

また一般市民の方も気軽に参加できる市民公開講座

も行われています。 

 毎年この時期に開催されており、今年は臨床検査

の分野では口述発表 4 題、ポスター発表 3 題の計７

題の発表がありました。口述発表会場が 2 会場、ポ

スター発表が 3 会場あり、どの会場でも質疑応答が

活発にされていました。昨年は広島県臨床検査技師

会として顕微鏡や超音波診断装置を準備して参加し

た特別企画ですが、今年は福山市歯科医師会の方々

が『歯医者さんに伝えていただきたい病気と薬』の

テーマでポスターやモニターでの説明をされていま

した。また口腔ケア用品を展示してあったり、歯ブ

ラシや口腔ケア用品の配布を行ったり興味をもって

参加してもらえるよう工夫されていました。 

 午後からは『何もないとは言わせない in 福山医

学祭～ここまできたがん治療～』と題して一般市民

公開でのシンポジウムがあり、７人の専門家の先生

方の講演が行われ、また『CPRと AEDの体験コーナー』

などの体験できるものも企画されており医療従事者

だけでなく一般の方にも参加しやすいものになって

いまいした。 

 他職種の学会発表を聞けるいい機会となりました。

みなさんも来年は福山医学祭に参加して臨床検査の

業種、分野を飛び越えて医療について考えてみてみ

ませんか？（広報部 大越）

第 24 回 福山医学祭レポート 
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【学会内容】 

 メインテーマ・サブテーマ 

～ つなぐ ～ 社会に貢献できる臨床検査

技師を目指そう in呉 

 シンポジウム 

  テーマ  「認知症と向き合おう」 

 「認知症について基調講演」 

医師・浦上克哉 先生（鳥取大学教授） 

 「作業療法士の役割とかかわり方」 

作業療法士・谷川良博 先生 

（広島都市学園大学 准教授） 

 「認知症看護認定看護師の役割とかかわり方」

看護師・雛田 圭子先生（県立広島病院） 

 「認定認知症領域検査技師の役割とかかわり

方」検査技師・西野 真佐美技師（梶川医院） 

 一般演題     15題 

 ランチョンセミナー 

①シーメンス 「性差医療」（予定） 

  ②ロッシュ「骨粗鬆症診断・治療における骨代謝

マーカー・VD測定の 有用性」（予定） 

 市民公開講座 Ⅰ 

「働き方改革における治療と仕事の両立支援」 

講師 豊田章宏 先生 

（中国労災病院 治療就労両立支援センター両立支

援部長） 

 市民公開講座 Ⅱ 

「ぼけますから よろしくお願いします」 

～私が撮った母の認知症 1200 日～ 

講師 信友直子さん 

  （テレビディレクター：呉出身）

 

 

 

 

部門 発表者 施設名 演題名 

一般検

査部門 

中原 幸子 
呉医師会臨床検査セ

ンター 
呉市学童腎臓検診の現状 

田中 美月 広島赤十字・原爆病院   尿中肺炎球菌抗原キットの２社における比較検討 

血液部

門 

濱田 恵理子 
医療法人杏仁会 松

尾内科病院 検査科 
当院にて経験した偽血小板減少症の一例 

関 未来 厚生連廣島総合病院 
末梢血に反応性リンパ球が増加した末梢性 T細胞リンパ腫

(PTCL)の一症例 

古霜 麻紀 
広島大学病院診療支

援部検体検査部門 
グローバル化を感じたマラリア感染症 

山口 朋未 呉共済病院 線溶亢進型 DIC を疑い診断に至った大動脈解離の 1症例 

微生物

部門 

野田 紗緒里 
広島市医師会臨床検

査センター 

当検査センターでの腸管病原菌の統計について（２００８

年～２０１７年） 

河野 雄一 済生会呉病院 
当院における Clostridium difficile 感染症の患者背景と

下痢症状持続期間に影響を与える要因の検討 

川下 遥 

広島大学病院 診療

支援部 感染症検査部

門 

血液培養より Leptotrichia trevisanii を分離した AML の

1 症例 

生理部

門 

田中 友梨 呉医療センター 突発的に心室細動を引き起こしたブルガダ症候群の一症例 

佐々木 彰子 中国労災病院 当院で経験した傍腫瘍性神経症候群の一例 

管理部

門 
小林沙耶香 

広島市立広島市民病

院 
当院における小児採血への取り組み 

臨床化

学部門 
平本 淳也 呉共済病院 

血液ガスの色調とデータから診断に繋がった入浴剤誤飲に

よるスルホヘモグロビン血症の１例 

第３５回 広島県医学検査学会（第６報） 
 

一般演題（発表順） 
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病理細

胞部門 

大濵 恵（学

生） 
山陽女子短期大学 

ヘマトキシリン・エオジン染色におけるエオジン染色性の

検討（続報） 

笠原 愛梨沙

(学生） 
山陽女子短期大学 

ヘマトキシリンに代わる代用色素、セレスチン青の検討(続

報) 

 

部門 座長 座長所属 

一般検査部門 佐々木彩 呉共済病院 

血液部門 又賀史織 安佐市民病院 

微生物部門 辻 隆弘 庄原赤十字病院 

生理部門 山﨑 絢子 広島赤十字・原爆病院 

管理部門 
岡山 翼 広島赤十字・原爆病院  検査部 

臨床化学部門 

病理細胞部門 安村奈緒子 呉医療センター・中国がんセンター 

 

 

 

 

懇親会参加ご希望の方は、下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお申込み下さい。 

■日時：2018年 3月 3 日（土） 18：00～20：00 

■会場：シティプラザすぎや ４F 瑞雲 

■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 2月 16 日（金）先着 120名まで 

■参加申込先：FAX：082-820-1746 

Mail： nadeshiko-mt@saiseikai.com  件名：3/3懇親会参加申込    

済生会広島病院 臨床検査室 池田 隆文  TEL：082-884-2566 

 

第 35 回広島県医学検査学会 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 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

■日時：平成 30年 1月 27日（土）14時から 18時 

■場所：広島大学医学部基礎講義棟２階形態実習室 

■内容：講義＆鏡検実習 

オープニング 

「PAMDA解析を用いた末梢血からの造血異常予測」 

シーメンス・ヘルスケア株式会社 池田 尚隆先生 

講義「今から使える‘骨髄検査のコツ’教えます！

～基礎から臨床まで～」        

順天堂大学付属浦安病院  澤田 朝寛先生 

鏡検実習＆症例解説 

     安佐市民病院   又賀 史織 技師 

広島大学病院    梶原 享子 技師 

福山市民病院  松岡 里佳 技師 

■問合せ先：広島市立広島市民病院 河野 浩善 

TEL（082）221-2291（内線 5414） 

 

第３５回広島県医学検査学会 懇親会申し込みについて 

 

研修会のご案内 

骨髄研修会のお知らせ 

～行列ができる骨髄像相談所～ 

 

～体腔液・髄液検査の見方・考え方～ 

 

mailto:nadeshiko-mt@saiseikai.com
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平成 29 年度 臨床微生物部門・臨床一般部門 

合同研修会のお知らせ 

 
～行列ができる骨髄像相談所～ 

 

～体腔液・髄液検査の見方・考え方～ 

 

平成 29 年度 第 2回 一般検査講演会 

 

■日時：平成 30年 1月 27日（土）14：00～17：00 

（13：30 受付開始） 

■場所：広島大学医学部 基礎講義棟 第 2講義室 

■内容： 

講演１学会発表・論文作成に役立つ統計 

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティスクス株

式会社 

安東 大輔 先生 

講演 2 尿路感染症について 

広島大学病院 感染症科 北野 弘之 先生 

■問合わせ先 ：   

KKR呉共済病院 検査部  佐々木 彩 

   TEL： 0823-22-2111（内線 4303） 

庄原赤十字病院 検査技術課  辻 隆弘   

TEL： 0824-72-3111

関係があるから面白い!! 

 一般検査の思わぬ関係を学ぶ 

■日時：平成30年2月11日（日） 9：30 ～16：00 （受

付：9：00～） 

■会場：川崎医療短期大学 200 番大講義室 （ 駐

車場：有 [100円 / 時間] ） 

■参加費：日臨技会員 1,000 円  非会員 3,000円 

■日臨技 認定一般検査技師更新指定研修会となっ

ております。 

※昼食は各自でご用意してください。 

■詳しくは広臨技ホームページをご覧ください

 

 

「明日からの糖尿病療養指導にすぐ生かせるセミナー」 

■日時：平成 30年 1月 28日（日） 13：00～17：

00（12：30より受付） 

■会場：川崎医科大学現代医学教育博物館 

■参加費：検査技師会会員及び、他各種関連団体の

会員 

(看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床工学

技士等)500円   

検査技師会非会員 3,000 円 

■詳しくは広臨技ホームページをご覧ください 

 

求人のご案内（平成２９年１２月８日 現在） 

受

付

No 

受付日 施設名 

雇

用

形

態 

雇用期

間 
募集業務内容 

その他の

条件 
勤務時間 

34

2 

平成 29

年 11月

14 日 

医療法人

秀明会 

小池病院 

正

社

員 

随時 

産婦人科における

一般検査業務、妊産

婦超音波検査業務 

経験のな

い方でも

指導しま

す 

平日 8:30～17:30または 9:30～

18:30、土/平日と同じ、日/原則

休み（連休は勤務の場合あり） 

34

1 

平成 29

年 9月

29 日 

マツダ株

式会社 

マツダ病

院 

パ

ー

ト 

随時 

採血や臨床検査業

務全般（健診業務も

含む） 

  

平日①8:00～12:00（4 時間）②

8:15～15:00（6時間）※勤務時間

は①②のいずれかで相談可能 

34

0 

平成 29

年 9月

22 日 

公立世羅

中央病院 

臨

時

職

員 

平成 29

年 10月

1 日～ 

検体検査、生理機能

検査、超音波検査 
  平日 8:30～17:15 

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１月９日です） 

 

平成 29 年度 糖尿病療養指導講演会のご案内 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481598516/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Rlc2lnbmFsaWtpZS5jb20vZGFraW1nL2ltZy9pbGx1c3RyYXRpb24vbW9udGgxX2ZyZWUuanBn/RS=^ADBxx8UvZxo2UO2bYI4D0svNKZbsOU-;_ylt=A2RCAwizFE5YEAQAUieU3uV7

