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C O N T E N T S 
ページ 項 目 
 

 

２  レッドリボンキャンペーン報告 

 

 

２ 第 35回広島県医学検査学会（最終） 

   

 

４ 研修会のご案内 

４ 初級・職能講習会のご案内 

５ 東部地区レクレーションのご案内 

５ 平成 30.31 年度 学術部門員応募のお知らせ 

６ 求人のご案内 

 
 

  
平成 30年度会費は、ご登録の口座から平成 30年 2月 27 日（火）に年会費 17,000 円（日臨技

10,000円・広臨技 7,000 円）が引き落とされます。 

また、退会予定の方は１月 31 日までに退会手続き終了しましたら口座振替はされませんのでお

早めに手続きください。詳しくは、2018 年 1 月号の JAMTmagazine でご確認ください。 

 
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す 

速報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 
 

 

 
「集まれ！広臨技 ～いろんな情報教えます～」のお知らせ 

 

広島医学検査学会に先立って「集まれ！広臨技 ～いろんな情報教えます～」を開催いたします。    

■日時 平成 30年 3月 3日（土）13：30～14：30 （受付：13：00～） 生涯教育基礎点：20 点 

■場所 くれ絆ホール（呉市役所内） 

■内容                             司会  組織調査部長 渕上 浩美 

1. 「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講の現状と今後の予定」   会長 水野 誠士 

2. 「平成 29年度より始まる研修会について 

～認知症領域における対応力向上講習会、初級・職能開発講習会～」     副会長 森田 益子 

3. 「広臨技会員への印刷物廃止に向けた意識調査アンケートの集計報告」    広報部長 有谿 俊一 

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 1月 26日 

日 

平成３０年度 会費納入についてお知らせ 

 

http://www.hiroringi.or.jp/
http://mw.hiroringi.or.jp/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1484270237/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hpeW9rb3lhcm91LmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS9CN0tWTm9PQ1lBRVhnSWoucG5n/RS=^ADB5rAKZs_cbOlLvm9PSiIA1_YNqIU-;_ylt=A2RCMY4d2XZYwhIAswWU3uV7
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12月 2日、アリスガ

ーデンにてレッドリボ

ンキャンペーンが行わ

れました。皆様、12月

1 日は世界エイズデー

という事を知っていま

すでしょうか? エイズ

のまん延防止と患者・

感染者に対する差別・

偏見の解消を目的に、毎年 12月 1日を中心に、世界

各国でエイズに関する啓発活動が行われています。

広島県検査技師会や保健所、市の職員さん、山陽女

子短期大学、広島国際大学の学生さんがボランティ

アとして参加して下さいました。そして今年は特別

ゲストとして広島県の人気キャラクター、ブンカッ

キーも参加となり、とても賑やかな啓発活動となり

ました。 

今年も簡易検査には多くの方に足を運んで頂き、

エイズに対する関心が高まってきているのかなとい

う印象を受けました。まだ偏見の多いエイズという

病気ですが、今回の活動で少しは皆様に認知して頂

けたと思います。最後になりますが、寒い中当日活

動に参加された皆様、本当にお疲れ様でした。来年

も頑張りましょう!!そして原稿を読んでいるあな

た!!来年は一緒に活動に参加してみませんか??参加

お待ちしております!!（広報部 大下聖貴）

 

 

 

【開催日】平成 30 年 3 月 3 日（土）～4 日（日） 

【開催場所】くれ絆ホール・CityPlaza すぎや 

【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」 

 「認知症の最新情報～発症予防から進行防

止まで～」 

医師・浦上 勝也 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 

（医療法人翠清会 翠清会梶川病院） 

 一般演題     15題 

 ランチョンセミナー 

①シーメンス 

「性差医学・医療」の概要と循環器疾患の性差 

講師：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス（株）  

学術部学術グループ  横山 知子先生 

②ロッシュ 

「骨粗鬆症診断・治療における骨代謝マーカーの見方

と 25OHビタミン D 測定の必要性」 

講師：医療法人沖本クリニック 院長 沖本 信和先生 

レッドリボンキャンペーン レポート 

第３５回 広島県医学検査学会（最終） 
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 市民公開講座 ① 

「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 ② 

「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 直子先生 

  （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過去 10年間における腸管病原菌の動向

について 

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 

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   

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 

 

 

一般演題（発表順） 
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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 2月 25日(日)13：30～16：30 

■場所：広島赤十字・原爆病院 東棟９階講堂 

       （広島市中区千田町１-９-６） 

■内容： 

１．日臨技臨床検査データ標準化事業について 

（平成 28年度報告書から） 

２．血液部門 参加施設の結果報告 

３．臨床化学部門 参加施設の結果報告 

４．特別講演「ISO15189 取得に向けて」 

   講師 岡山大学病院 岡田 健 先生 

 

＊報告書は H29 広臨技標準化事業参加施設メーリ

ングリストで配信しますので参加施設で各自印刷し

て当日ご持参ください。 

各施設の配布資料は評価報告書のみで、報告会まで

に配送します。 

お手数をおかけしますが、ご理解ご了承の程、よろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 

職能団体としての組織強化を図る事を目的に、卒

後 3～5年の臨床検査技師を対象に（今年度は 4年～

6 年とします）早い段階から臨床検査の将来や医療を

取り巻く環境の変化等を的確に把握し、時代を先取

りできる医療人、職能人としてのスキルアップを図

るため下記のとおり研修会を開催します。 

 対象者には案内を発送していますのでご確認く

ださい。 

 関係施設の管理者および施設連絡責任者の皆様

には、できる限り多くの参加がありますようご

配慮の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

■日時：平成 30年 2月 18日（日）9：30～16：00 

■場所：広島赤十字・原爆病院 9階会議室 

■会費：1000円 

■研修内容： 

広島県臨床検査データ標準化事業
報告会開催のお知らせ 

 

「平成 29 年度 初級・職能開発講習会」の開催について 

 

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 

mailto:nadeshiko-mt@saiseikai.com
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① 会長講話「医療情勢と今後の方向性について」 

日本臨床衛生検査技師会 会長 宮島 喜文 

② 基調講演「多様なニーズに対応する臨床検査技師

のあり方」 

日本臨床衛生検査技師会 副会長 横地 常広 

③ アイスブレイキング 

④ グループワーク 

⑤ e-ラーニングの説明 

       

《担当》   副会長 森田益子 

組織調査部長 渕上浩美 

 

 

 

 

＊＊＊ ボーリング大会＆懇親会 ＊＊＊ 

ボーリング大会を通じ、会員相互の親睦と意見交換を目的に東部地区レクレーションを開催致しますので、

ふるってご参加頂きますようご案内申し上げます。（尚、ボーリング大会後には懇親会も計画しております） 

■日時   ： 平成３０年 2月 24日（土）14：30 

■開催場所 ： コロナキャットボウル福山店 

       （福山市一文字町 24-1 ＴＥＬ084-981-5097） 

■集合場所 ：コロナキャットボウル福山店 （ボーリング場 13：30集合） 

■参加費  ： \４，０００円（懇親会費込み） 

参加希望の方は下記表に記入の上、  2 月 14 日（水）  までに FAX 又は Email にて参加申し込みをお送り

ください。 

申込先：公立みつぎ総合病院 塚嵜克彦   FAX：0848-76-1112 

         Email: katsuhikotsukazaki@hotmail.co.jp 

                

        

施設名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

参加者 氏名 

   

   

   

   

注意）アルコールを飲まれる方は、車での参加はご遠慮下さい。 

 

 

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２月９日です） 

 

 

 

 

 

会員の皆様、次期学術部門員の応募のお知らせいたします。他施設の人と一緒に活動することで知識を深め

たい、技師会の企画運営に参加して視野を広げたいと思っているかた、大歓迎です。ぜひ、多数の応募をいた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 

東部地区レクレーションのご案内 

平成 30.31年度 学術部門員応募のお知らせ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1484270237/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hpeW9rb3lhcm91LmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS9CN0tWTm9PQ1lBRVhnSWoucG5n/RS=^ADB5rAKZs_cbOlLvm9PSiIA1_YNqIU-;_ylt=A2RCMY4d2XZYwhIAswWU3uV7
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平成　30•31年度学術部門員　応募用紙

ふりがな

氏名

所属施設

所属施設住所
連絡先 TEL:

FAX:
E-mail:

技師歴 　　　　　　年
希望領域 希望の領域に○をしてください。（1つのみ）

1.生物化学分析部門 4.臨床微生物部門 7.染色体・遺伝子部門
2.臨床一般部門 5.輸血細胞治療部門 8.臨床生理部門
3.臨床血液部門 6.病理細胞部門 9.臨床検査総合部門

現在担当している検査

応募理由

所属長の許可

学術部門員に選出された場合は、広島県臨床検査技師会学術活動への参加を許可する。

氏名　　　 印

求人のご案内（平成３０年１月５日 現在） 


