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医療法等の一部を改正する法律 検体検査に関する改正について 

 

12 月 1 日より医療法一部改正が施行されました。それに伴って広島県ホームページに「医療機関、衛生

検査所等における検体検査に関する疑義解釈資料」が掲載されています。大変重要な情報なので、ご一

読お願いします。 

詳しくは、広島県公式ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/iryouhoutounoitibuwokaiseisuruhouritu-heisei29nenhou

ritudai57gou.html 
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一般社団法人 広島県臨床検査技師会 

会長 森田 益子 

 

会員の皆様に対し、謹んで新春のお慶びを申し上

げます。平素より本会の活動にご理解とご協力を賜

り厚く御礼申し上げます。 

昨年は、全国で災害が多発した年でした、特に 7

月の西日本豪雨災害では、復興が進みつつあります

が、甚大な被害に遭われた方々には深くお見舞いい

たします。 

本会におきましても災害時に DVT検診などを行い

ましたが、今後の対応について考えさせられること

となりましたし、この経験を伝えて行くべきだと強

く思いました。 

また、医療体制の変化は、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。医療法の一部が

改正され、12月には施行され皆様の施設でも対応に

追われたことと思いますが、今後も精度管理、遺伝

子検査の基準を担保できるのは、臨床検査技師です。

そのことに対応できる事業を展開していきます。精

度管理向上研修会、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。日臨技

では、研修会に参加が難しい方にも、ｅラーニング

を利用し、研修ができる体制が整っています。ご参

加、ご利用をお願いいたします。 

今年 7月には、参議院議員選挙があり臨床検査業

界よりの候補者に対しての応援をお願いします。 

様々な我々の取り組みが実績となり臨床検査にか

かわる技師や企業が臨床検査の必要性や価値を高め

る努力をすることが、県民の皆様の健康福祉に貢献

できることを信じております。 

これからも、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、会員皆様方とご

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。

 

 

 

 

11月 18日（日）、冬空の晴天のもと、第 25回福山

医学祭が開催されました。福山医学祭は、医師や看

護師やコメディカルなど、医療に携わる様々な分野

の医療従事者が、それぞれの施設における日頃の取

り組みや研究成果を発表する場です。昨年までは福

山医師会館で開催されていましたが、本年度は改修

工事に伴って会場を変更し、隣接する福山すこやか

センターでの開催となり、規模も昨年より縮小して、

一般演題は口述発表のみの受付となりました。 

午前中は、一般演題の口述発表が第 1会場と第 2

会場の 2 つに分かれて行われました。口述発表は 76

題と非常に多く、どちらの会場も大盛況でした。ま

た、多くの医療関係者が発表に対して熱心に耳を傾

けておられ、質疑応答も積極的に行われていました。

会場は満席のために立ち見が発生し、時には部屋か

ら人があふれてしまうほどでした。 

午後からは口述発表の他に、特別講演が行われま

した。特別講演は、広島弁護士会会長で、前川・小

川法律事務所所長の前川秀雅先生により、“医療紛争

（事例解説や病医院が気を付けること）について”

と題してお話されました。講演の中では、近年の医

療訴訟の傾向や実際の事例などについて解説されま

した。また、医療現場からの質問にも 1つずつ丁寧

に答えていただき、とても分かりやすいお話を聞く

ことができました。 

私は、福山医学祭に参加して、それぞれの施設で、

様々な職種の方々が、専門性を活かして医療に取り

組んでいることを実感しました。また、普段あまり

聞くことのない多職種の発表をたくさん聞くことが

できるとても良い機会となりました。福山医学祭は

毎年この時期に開催されます。みなさんも、福山医

学祭に参加して、医療について考えてみませんか？ 

（広報部 池本七生）

第 25 回福山医学祭 レポート 
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第 51回中四国支部医学検査学会が平成 30年 11月

24 日（土）～25 日（日）の 2日間にわたりサンポー

ト高松・かがわ国際会議場にて開催されました。メ

インテーマは「未来設計 ～Turning Point 今すべ

きこと～」 

 特別講演 2題をはじめ、文化講演、教育講演 2題、

日臨技企画 3題、特別企画（RCPC、企画Ⅰ-Ⅲ）、シ

ンポジウムⅠ-Ⅳ、中高生のための職業紹介があり、

一般演題は 187 題でした。日臨技企画Ⅰ-Ⅲは「医療

法等の一部改正における日臨技対応について」でし

た。 

一般演題は生理と微生物の演題を聴講しました。

各病院の感染対策や業務改善の取り組み、貴重な症

例報告などがあり、とても勉強になりました。生理

では CPAP 遠隔モニタリング関連の発表が 2 題あり、

当院においても SDカードや USBなどの媒体を使用せ

ずに CPAPデータのやり取りを行っていますが、技師

側から積極的に患者さんへ装着率や使用感などのお

話をうかがうことがないため、今後当院でも取り組

んでいければと思いました。25日（日）は 

生理が 2 会場に分かれていたため、皆さん聞きた

い演題の時間を確認しながら、会場を移動されてい

ました。微生物ではグラム染色の一致率向上の取り

組みや症例報告、血液培養に関する検討などの発表

がありました。血液培養に関しては汚染菌やセット

率の低下など、昨今悩んでいた問題に対して、血液

培養採取時のマニュアルの変更（採取時の消毒など）

を行い、看護師さんを対象とした研修会を行ったと

の報告があり、可能な限り取り入れていければと思

いました。 

 特別講演 1は「肺を理解するためのいくつかの 

Pitfall」がテーマであり、【肺葉は分葉しているか】

など CTや病理像など多方向から詳しく肺についての

講演でした。先生のご略歴に登山研究というのがあ

り、スライドにも登山の写真が何枚か含まれており、

印象に残りました。 

文化講演では香川県出身の桂こけ枝さんが「笑う

門には福来たる」ということで、ご出身が同県の俳

優要潤さんに関するお話しや電車でおばあさんがお

ならをし、隣に座っていたおじさんのせいにしたな

ど、“笑うと免疫力が Upする”ということで約 1 時

間休むことなく、前半は立ったままでとても楽しい

お話しをされました。1時間話し続け、内容を忘れる

ことなく、かむことなく話し続けられる。さすがは

プロと感服しました。笑って免疫力を向上させた後

は特別講演 2ということで、会場の雰囲気ががらり

と一変しました。 

特別講演 2は「脂質代謝からみた糖尿病」をテー

マに香川大学医学部村尾先生のご講演でした。香川

県と言えば“うどん”ということで香川県民の昼食

（うどん+天ぷらなど）の写真から始まり、糖尿病と

脂質異常症、希少糖についての講演がありました。

香川県は糖尿病患者が多いこと、人間ドックで最も

多い疾患は「高コレステロール血症」のお話しやコ

レステロール血症治療薬である PCSK9阻害薬やスタ

チンを倍量投与しても 6％しか低下しない“スタチン

6％の法則”などのお話しをされました。脂質代謝の

お話しを聞きながら、ちょっとだけ学生時代に戻っ

たような気分でした。香川県はうどんのイメージが

強いですが、希少糖も有名ということで終盤は「希

少糖とは何なのか」の話しもしてくださいました。

香川大学の先生が熱心にご研究されているとのこと

です。私は希少糖が有名なことは初耳だったのです

が、ダイエットにも効果がある！？ということなの

で、ご興味のある方はぜひ試してみてください！ 

特別企画Ⅰ「腎機能検査セミナー」では技師・企

業の方が P/C比・A/C 比、糖尿病性腎症や尿中 L 型脂

肪酸結合蛋白（L-FABP）などについて講演されまし

た。NGAL・L-FABPの基礎的知識から予後予測に有用

である可能性が示唆されるなどの最新データを交え

てのお話しでした。NGALは敗血症性 AKIで高値を示

すなど基礎から最新情報まで幅広く学ぶことができ

ました。会場からの質問も多かったです。ディスカ

ッショは恥ずかしがりやな日本人のために、リモコ

ンで解答する形式でした。会場入場時にリモコンを

第 51 回中四国支部医学検査学会 レポート 
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オーリブタワーのイルミネーション 

配布していただき、ディスカッションの時にスクリ

ーンに表示された質問に対してリモコンの番号を選

択することで、画面に集計結果が表示されるように

なっていました。各施設のバイオマーカーや P/C 比

の実施状況、来年度の中四国支部学会で行ってほし

い内容（テーマ）などの質問も盛り込まれていまし

た。テストの質問と 1 問目の回答時の総数が違って

おり、「なぜ？」という雰囲気が一瞬漂うイレギュラ

ーや終盤のスライドが 1枚表示されないなどのアク

シデントもありましたが…、司会の方が上手くかわ

しておられました。 

 シンポジウムⅡ【臨床微生物】では AST 加算が新

設され、臨床検査技師としてどのような貢献ができ

るのか、どのように臨床に情報を提供できるかをテ

ーマとして、グラム染色・培養・薬剤感受性の講演

があり、最後に臨床医の先生からの講演がありまし

た。グラム染色では細菌を推定するのは当然ながら、

背景にも注目する必要がある。白血球にしても単核

球か多角球のどちらが有意か、シャルコーライデン

結晶・ピロリン酸カルシウム等の有無をチェックす

ることによって感染症と他疾患を鑑別する一助とな

るなどのお話しでした。臨床医の先生からのご講演

では休日などの検体処理が担当者以外でも対応可能

なように微生物検査担当者が、培地セット・塗り方

を書いた説明書などを作成していることや細菌検査

が有用であった症例提示もしていただきました。 

展示会場は出展企業が 37社あり、各社の機器や製

品が展示されていました。プログラム集のスタンプ

ラリー抽選券のページのスタンプ欄に 10種類のうど

んの写真が印刷されており、開くたびに「おいしそ

うだなぁ」と思ってしまう 1 ページでした。しっぽ

くうどんや打ち込みうどんは食べたことないのでと

ても興味をひかれました。 

次回は 2019年に島根県で開催予定です。また、2019

年 5月 18から 19日に山口県下関市で第 68回日本医

学検査学会が開催されます。皆さん、是非ご参加く

ださい。（広報部 貞末智美） 

 

 

 

 

 

12月 8日(土)に広島市中区新天地アリスガーデン

でレッドリボンキャンペーンが開催されました。

WHO(世界保健機関)は 12月 1日を``World AIDS Day’’

(世界エイズデー)と定め、日本もその趣旨に賛同し、

12月 1日を中心にエイズに関する正しい知識等に関

する啓発活動を推進しています。広島県では毎年啓

発活動としてレッドリボンキャンペーンを実施して

います。今年もアリスガーデンパフォーマンス広場

AH!と同時開催され、小米雪がちらほら降るほどの寒

さのなか、広場は多くの人で賑わいました。ライブ

ステージでは HIV感染や AIDS 患者に関する正しい知

識を知ってもらうべくステージ上での啓発も行われ

ました。 

その他にもアリスガーデンでは啓発ブースを設け、

あおぞら健診・内科クリニックでは無料簡易検査が 

実施され、例年通り多くの方に検査を受診して頂き

ました。 

広場やその周辺では検査技師会、学生ボランティア

などを併せた 40名近くが啓発グッズの配布を 3時間

に渡り行いました。参加した学生からは「歩く人に

声をかけるのが難しい」「イベントの趣旨を伝えるこ

とに抵抗がある」「なかなかグッズを受け取ってもら

えない」といった声がきかれ、本啓発活動の難しさ

や大変さを痛感しているようでした。 

レッドリボンキャンペーン in 広島 レポート 
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 日頃関心を持ちにくい AIDS について、キャンペー

ンを通じて身近な病気であることを知ってもらい、

広場や検査会場に来た方、ボランティアに参加した

学生が正しいを身につけるいい機会になったのでは

ないかと感じました。 

（広報部 中村 有）
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 平素は技師会活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、少子高齢化を迎え日本の医療・福祉は大きな転換期を迎え、臨床検査技師業務領域の見直しや新たな

役割が求められており、日臨技では、平成 26年度より「地域ニューリーダー育成研修会」を 4回開催し、本研

修会を元に、都道府県技師会で活躍できる次世代のリーダー育成を目的とし、平成 29 年度より「都道府県リー

ダー育成研修会」が各都道府県にて開催されています。 

 以上の経緯を鑑み、広島県臨床検査技師会でも経験年数 15年から 20年程度の臨床検査技師（36歳から 42

歳）を対象に「広島県ニューリーダー育成研修会：第 1 回」を開催する運びとなりました。貴施設の対象者に

ご参加していただきますよう、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

開催日時  平成 31年 2月 3日（日）13：00～16：00 

場  所  広島赤十字・原爆病院 東棟 9階 講堂     ※公共の交通機関でお越しください 

      〒730-8619 広島市中区千田町 1丁目 9番 6号  TEL（代）082-241-3111 

対  象  経験年数 15～20 年程度の臨床検査技師 

     （対象者施設におかれましては、可能な限り 1 名以上の参加をお願いいたします） 

参 加 費  無料 

生涯教育研修点数 基礎 20 点 

申込み先  FAXまたは E-mailにて下記までお申し込みください 

県立広島病院 臨床研究検査科 難波 淨美 

         FAX 082-253-0659  E-mail kensa01@hph.pref.hiroshima.jp  

申込み期限 平成 31年 1月 25 日（金） 

                                            以上 

 

【お問い合わせ】   （東部地区以外）県立広島病院 難波淨美 TEL 082-254-1818 （内 1200） 

             （東部地区）   三原赤十字病院 中宮茂雄 TEL 0848-64-5880（検査直通） 

 

 

 

【開催日】平成 31 年 2月 23 日（土）～24 日（日） 

【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 

【学会内容】 

 ●メインテーマ：“災害に強い医療を目指して ～がんばるけん 広島県～” 

 

 ●シンポジウム 

  テーマ 「広島豪雨災害時における活動」 

○「広島 JRATの立場から」 

天野 純子 先生（医療法人ハートフル理事長） 

○「日赤救護班の立場から」 

有馬 準一 先生（広島赤十字・原爆病院副院長）  

○「看護師の立場から」 

   清本 久子 先生（所属：公益社団法人広島県看護協会 事業局 事業部） 

○「臨床検査技師の立場から」 

水野 誠士 技師（JA 広島総合病院） 

「平成 30年度 広島県臨床検査技師会ニューリーダー育成研修会」

第 1回の開催について【お願い】 

第 36回広島県医学検査学会（第 6 報） 
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 ●一般演題 12題 

 

 ●ランチョンセミナー 

１．栄研化学   ： 「肝線維化マーカーとしてのオートタキシンの可能性」 

             講師  丸尾 直子 先生 東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部 

（栄研化学） 

２．シスメックス ： 「B 型肝炎ウイルス感染症の現状と問題点」 

講師  道堯 浩二郎 先生 愛媛県立中央病院 副院長 

（シスメックス） 

 ●市民公開講座 Ⅰ 

「災害時における避難の方法 ～普段からの心掛け～」 

講師   中川 浩 先生   東広島市 総務部危機管理課 防災担当参事 

 

 ●市民公開講座 Ⅱ 

「豪雨災害に適応するたおやかな社会へ 〜交通マネジメントの視点から〜 」 

             講師 藤原 章正 先生    広島大学大学院 国際協力研究科 教授 

防災・減災研究センター 調査研究部門長 

広島大学平成 30年 7月豪雨災害調査団 副団長 

＜一般演題＞ 
部門 演題名 発表者 施設名 

血液 

凝固反応曲線によるフィブリノゲ

ン濃度の推定 
亀谷 真実 

独立行政法人 労働者健康安全機構  

中国労災病院 中央検査部 

全自動血液凝固測定装置 CS-5100

における高速遠心処理を用いた乳

び検体測定の検討 

柳瀬 奈都美 
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 臨床検査部 

微生物 

県内における薬剤耐性菌に関する

アンケート調査報告 
辻 隆弘 

庄原赤十字病院 検査技術課  

（広島県臨床検査技師会臨床微生物部

門） 

菌種ごとの発育菌量の比較 新見 菜摘 
一般社団法人 広島市医師会臨床検査セ

ンター 微生物係 

災害後における環境水からのレジ

オネラ菌の検出 
広政 翔太 広島国際大学 

生理 

広島野球障害検診における超音波

検査の役割 
中川 花須美 

総合管理部門（チーム医療） 

地方独立行政法人広島市立病院機構  

広島市立舟入市民病院 検査科 

経側頭部アプローチが有用であっ

た頭蓋内内頸動脈閉塞の一例 
松田 浩明 

公立学校共済組合 中国中央病院 

臨床検査科 

当院で経験した男性乳癌の 2 症例 宮尾 麻美 本永病院 

小児胆嚢捻転症の１例 谷保 香織 
独立行政法人 国立病院機構 

東広島医療センター 

総合管理 

当院での医療安全における臨床検

査技師の役割 ～急変時対応シミ

ュレーションの取り組み～ 

江村 利抄 
社会医療法人千秋会 井野口病院 

臨床検査科 

病理 

小細胞癌との鑑別を要した小細胞

型扁平上皮癌の１例 
栗部 知代 

独立行政法人 労働者健康安全機構  

中国労災病院 中央検査部病理  

エラスチカワンギーソン染色にお

けるセレスチン青色素を用いた核

染色性の検討 

笠原 愛梨沙 山陽女子短期大学 
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＜第 36 回広島県医学検査学会 懇親会申し込みについて＞ 
 

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うえ FAXまたはメールにてお申込みください。 

 

日時：2019年 2月 23日（土） 18:00～20:00 

会場：グランラセーレ東広島 2F 平安 

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 8日（金） 

参加申込先：FAX：082-422-6190 

      Mail：motonaga-kensa@basil.ocn.ne.jp 

      本永病院 検査課 入口 千春 （TEL：082-423-2666） 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

第 36 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 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


