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２ 平成３０年度第４回理事会議事録 

７  第４４回呉地区七夕学会報告 

１２ 平成３１年広島県臨床検査技師会 新春祝賀会報告 

 

 

１４ 第３６回広島県医学検査学会（最終） 

１５ 第３８回広島県臨床検査精度管理向上研修会のお知らせ 

 

 

 

≪平成 31年度 会費納入について≫ 

継続の会員の方の平成 31年度会費は、ご登録の口座から平成 31 年 2月 27 日（水）に年会費 10,000

円及び広臨技会費の 7,000円の合計 17,000円が引き落とされます。  

残高不足等の事由により振替できなかった方は、平成 31年 3月 27 日（水）に再度振替をいたし

ますので、忘れずにご入金をお願いします。 

 

≪おわび≫ 

「広島県臨床検査 Vol.7」におきまして、表紙：目次：座談会タイトルの 3か所の氏名に誤りがありました。

関係各位の皆様には謹んでお詫びを申し上げるとともに、下記のように訂正させていただきます。                   

学術誌編集委員会 委員長 尾田三世 

誤 正 

安松 光弘 安松 弘光 

 

≪広臨技より重要なお知らせがあります！！≫ 

①【医療機関における検体検査業務の精度確保に関する資料】が日本医師会が運営する事業 

 「医師主導による医療機器の開発・事業化支援」より提示されましたのでお知らせいたします。  

  詳しくは https://jmamdc.med.or.jp/guidance/kensa をご覧ください。 

②医師法施行規則等の一部を改正する省令について 

③臨床検査技師国家試験に合格した者に関する留意事項（通知）についてお知らせします。 

 ②と③は日臨技 Web サイト http://www.jamt.or.jp/information/tuuchi/ をご覧ください。 

④他団体との連携研修会について（依頼）のお知らせ 

 詳しくは日臨技 Web サイト http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/ をご覧ください。 

⑤【平成３１年度で終了】検体採取等に関する厚生労働省指定講習会受講申込みはお早めに！ 

詳しくは日臨技 Web サイト http://www.jamt.or.jp/training/movie/ をご覧ください。 

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 31(2019)年 1月 31日 

日 

第３６回 広島県医学検査学会 

平成３１年２月２３・２４日（東広島市） 
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日時  平成 31年１月 12日（土）15：00～16：30 

場所  一般社団法人 広島県臨床検査技師会 事務所 

出席者 森田会長 飯伏副会長 米田副会長 三舛副会長 坂田事務局長  

樫山事務局次長 尾田部長 浅野部長 中島部長 有谿部長 難波部長 

粟村理事 大塚理事 桑原理事 吉井理事 小松(忠)理事 小松(浩)理事 

柴田理事 中宮理事 藤井理事 細谷理事 箕岡理事 桝本監事 

欠席者 桑田理事 水野監事 

書記  箕岡 

 

議  事 

〈報告事項〉 

【森田会長】 

●検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講促進のお願い(未受講者 400名余) 

 来年度、広島県で２回は開催予定だが、31年度卒業生、32年度卒業生は、受講済みのためそれ以降は未定。

32 年度以降の開催は、都市部に絞られる可能性もあるため未受講の方に早急な受講を勧める。 

●医療法の改正(H30.12.1施行)について 

 日本医師会から医療機関における検体検査業務の精度保障についての手引き(検査技師不在診療所が主な対

象)が WEBサイト〔https://jmamdc.med.or.jp/guidance/kensa〕に公開されている。検査技師がいる診療所

があれば WEBサイトを閲覧し、手引書作成をお願いする。広臨技 HPでも案内をしていくので、問い合わせが

あった時にはそちらも案内する。 

●中四国支部内の連絡や研修会のお知らせについて 

今までは、個人や各部門で連絡を受けて会員に流していた。各支部との話し合いの中で、各県での研修会の

広報について連絡先を明記して、連絡先から各県におろして対応を決めていくことになった。今回、連絡窓

口を森田会長とし、連絡事項や研修会の広報は広臨技 HP に載せていく形になる。各県の広報と県の担当者の

対応になるため、個人や各部門に連絡があった場合は、このことを伝えていく。 

●31年度の日臨技と都道府県技師会との関連事業の予定について(日臨技からの報告) 

 ①生涯教育研修会促進の助成 

  １研修会につき定額２万円、日臨技会員参加者 1人 500円、上限額は合計５万円。 

  20研修会、最大 100万円まで。登録・決算報告書は 2020年３月 10日までに作成完了する。 

 

 ②e-ラーニング事業について 

  e-ラーニングを使った生涯教育の推進の助成の在り方について再検討をおこなう。 

  利用料金月額 750 円も含めて、助成の在り方の再検討をおこなう。 

 ③都道府県技師会主催「ニューリーダー育成研修会」の開催について 

  ２月３日開催。講習会の支援を中心とした企画運営を行い、今まで参加された方４名を中心にして開催し

ていく。 

《質疑》 

平成３０年度 第４回理事会 議事録 
 

https://jmamdc.med.or.jp/guidance/kensa
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  【中宮理事】今回の研修会は、開催時期が遅いため日臨技助成対象研修に当てはまらないかもしれないが、

来年度の早い時期に行えば対象研修会となるのか。 

  《回答》 

  【森田会長】日臨技主催となり、講師などは全て日臨技から派遣される形となる。日臨技の場合は、初級

職の講習会に関しても 1,000 円の参加費徴収を求められたが、今回の「ニューリーダー育成研修会」は４

名で行うということで参加費徴収をしなかった。それで全部を賄うという形に、実際のところなっている。 

  《質疑》 

  【中宮理事】日臨技主催で行うとなれば、県技師会への事業計画書などの提出は必要なくなるのか。 

  《回答》 

  【森田会長】経費を使う場合は、県技師会への提出は必要。ただ公募をしないといけないので、県技師会、

日臨技ともに提出は必要。今回の開催について日臨技からも日程の確認があったが、講師派遣を辞退した

ため、県技師会主催の講習会という形になっている。 

④全国「検査と健康展」の開催費用について 

日臨技と県の共同開催として一律 50万円、中央会場は 100万円の助成。 

 ⑤日臨技精度管理結果サポート事業助成について 

  精度管理の一環としてサーベイをふまえた研修会に対しての助成(定額４万円、日臨技会員 1人 500円、最

大 60 名、７万円まで)は一旦事業中止。 

31 年度は新たな事業として再構築。詳細については後日報告となる。 

 ⑥「地域ニューリーダー実践講習会」の開催について 

  平成 26 年～29 年度に開催した「地域ニューリーダー育成研修会」の継続事業。各都道府県推薦を受けて

受講した修了者を対象として 30 年度に開催された。31 年度から再度 30年度の受講者およびそれに参画で

きなかった都道府県からの受講者、過去４年間に都道府県推薦を受けて受講した者を対象とした研修会を

開催し、本事業の１クール目の最終生とする。経費については、宿泊費は都道府県、交通費は日臨技負担。

2020年度以降は、２クール目の５年事業として新規事業を対象とした講習会をスタートさせる。 

 ⑦多職種連携のための能力開発研修会について 

  「検査の相談・説明のできる研修会」の継続事業としての位置付けで、医療形態における職能向上のため

の臨床検査技師育成講習会をもとに、30年度から３年継続で都道府県内での開催を依頼されており、参加

者 1人 1,000円、20万円の経費を日臨技が負担する。事業名については、まだ決まっておらず改めて報告

がある。 

 ⑧初級職の講習会の開催の依頼について 

  30年度も支部ごとに数回の開催を予定。昨年は島根で開催されており、今年開催されるならば、広島での

開催を申請したい。 

 ⑨総会の委任状回収の委託について 

  引き続き行っていく。１名ごとに対して助成がある。詳細は別途報告がある。 

 ⑩支部学術担当・支部学会の担当の方へ 

学生フォーラム・中高生進路支援ガイダンスの開催の依頼。 

 ⑪広報用の配布物について 

  在庫分のみとなる。配布の予定・希望のある方は、先着順となるため細川さんに確認をする。 

 

 



   

 

4 

【坂田事務局長】 

●12月 14～15日「災害派遣技師研修会」参加。 

災害発生時に救護班として派遣された場合の考え方や行動の仕方について学び、大変勉強になった。 

●日臨技共済制度への申請 

 新たに２名申請。合計 17 名の申請を行った。 

●賛助会員の追加について 

 12月に大日本住友製薬を追加。 

 

【尾田学術部長】 

●学術誌について 

12月 16日に発送を終了。 

森田会長の指摘で、安松先生のお名前に間違いがあり、安松先生にはお詫びをした。広臨技 HPにもお詫びと

訂正を掲載する。 

●R－CPC について 

 来年度、全部門で考えており、ワーキングを立ち上げた。 

 それに関して、全部門研修会だけの予算枠を希望して、予算を申請している。 

 常務理事会で、会長から県学会とは別だけど同日に開催すればどうかという提案をいただいている。始動し

始めたばかりで詳細については随時連絡を行う。 

 

【浅野経理部長】 

●入金の報告 

 11月 29日付で会費１名分 7,000 円の入金があった。 

 同日、日臨技より生涯教育推進研修会助成金の入金があった。遺伝子部門から 25,500円、総合管理部門研修

会に対して 34,500 円、臨床微生物部門研修会に対して 39,000円、第 20回東部地区学会に対して 50,000円

の入金があった。今年に入って、先月末の入金になるが、会費１名分 7,000 円と北部地区研修会に対して

35,000円の入金があった。それぞれの部門、地区の口座に振り込んであるので有効に活用してください。 

 

【中島渉外法規部長】 

●「検査と健康展」について 

 西日本豪雨災害時に活動した DVT 検診時のポスターを掲示し、DVT検診体験を行った。行列ができることも

あった。受検者一人に血栓が見つかった。 

●レッドリボンキャンペーンについて 

 12月 2 日-4日第 35 回日本エイズ学会学術集会にりょうちゃんずさんが行政と医療関連の職能団体と NPO法

人が協働して活動した 10年の活動の歩みをポスター発表した。好評だったと聞いている。 

 12月 8 日レッドリボンキャンペーン 技師会から 44 名の参加、受検者 46名。今回は HIV検査と梅毒検査を

行った。採血も技師会会員が行った。看護師のボランティアが集まりにくいため、今後も採血するかもしれ

ない。 

●平成 30年度会員表彰について 

 表彰に該当する会員を推薦して下さい。1月 25 日締め切りです。 

●「ピンクリボン deカープ」について 
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 5月 12 日母の日に行う。1 月 17日会議があり、大塚理事と中島渉外法規部長が出席予定。 

●HIV 日曜検査について 

 毎月第 3日曜日、6月と 12 月を第 1日曜日に行っている。今のところ順調に事業を行っている。会員 5名で

交代して参加している。現在は受付業務を担当しているが、看護師さんが一度お休みされたので、その時は

検査を行った。 

 

【難波組織調査部長】 

●「ニューリーダー育成研修会」について 

 ２月３日に広島日赤病院で開催。現時点で 47 名の申し込みがあった。会場には、まだ余裕があるので、参加

希望される方がおられれば申し込みください。 

 

【有谿広報部長】 

●１月４日に速報１月号と行事予定表を HP担当者に送信し、アップされた。 

１月８日に、県学会の一般演者の順番の誤りと座長の漏れがあったので修正し、即刻担当者に送信し、アッ

プされたのを確認した。 

速報２月号は、1月 11 日が締め切りとなっているが、ギリギリまで待っている。 

内容は、呉地区七夕学会のレポート、新春祝賀会のレポート、会費納入の案内、「検体採取等に関する厚生

労働省指定講習会」の開催回数が少なくなるお知らせ、医療機関における検体検査業務の精度確保に関する

資料の案内、臨床検査技師国家試験に合格した者に関する留意事項、医師法施行規則等を一部改正する省令

を掲載する予定。 

●２月 23～24日の県学会の抄録集を１月４日に可部印刷に送り、１月 11日に可部印刷からサンプル版が届い

た。内容と広告掲載(11社)が掲載されていることを確認した。 

 １月 21日の週に納品予定で、１月末までには会員に抄録集が届く予定。 

 

【ウェブサイト準備委員会 三舛副会長】 

●12月 25日にウェブサイト委員会細則の承認。 

 ウェブサイト委員会設立に伴い、情報システム委員会細則変更、およびその他の変更が理事会にて承認され

た。 

●新ウェブサイトについて 

 作成中の新ウェブサイトだが、開発が遅れている。現在サイトの基礎ができており、委員会から要望を募り、

修正しているところである。おおよそ修正できたら理事メールで閲覧していただく。今後現行サイトから新

サイトへ移行し、公開後にも開発していく。日程が決まれば、理事メールでお知らせする。 

●２月の県学会で用いる PC は、１月発注の新しい PCとなる。県学会では４～５台の要望があり、それに向け

て準備する。 

 

〈地区報告〉 

【広島地区：吉井】 

●特になし 
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【呉地区：柴田】 

●事業報告 

開催日 事業名 参加人数 

2018/10/18 第 3回呉地区輸血談話会 17 名 

2018/10/18 第 5回呉地区研修会 20 名 

2018/10/25 第 2回呉地区微生物研修会 11 名 

2018/11/09 第 3回呉地区血液研修会 22 名 

2018/11/14 第 4回呉地区細胞診研修会 19 名 

2018/12/22 第 44 回呉地区七夕学会 103名 

●活動報告 

2018/10/18 第 5回 呉地区委員会（県学会） 

2018/12/22 七夕学会報告 

・参加者：一般 84 名、賛助会員 16名、学生 3名 

・懇親会参加者：84名 

●事業計画 

開催予定日 事業名 

2019/01/17 第 4回呉地区輸血談話会 

2019/01/25 呉地区新年会（意見交換会） 

2019/02/08 第 4回呉地区血液研修会 

2019/02/14 第 3回呉地区微生物研修会 

2019/02/28 第 6回呉地区研修会、第 6回呉地区委員会 

 

【東部地区：細谷】 

●事業報告 

開催日 事業名 参加人数 

2018/10/06 健康ふくやま 21フェスティバル 2018 13 名 

2018/10/18 第 2回東部地区血液研修会 34 名 

2018/10/20 第 1回東部地区生化学・免疫合同研修会 30 名 

2018/11/04 第 20 回東部地区学会 155名 

2018/11/18 第 25 回福山医学祭 12 名 

2018/11/22 第 4回生涯教育講座（東部地区） 47 名 

2018/12/06 第 3回東部地区臨床微生物部門研修会 26 名 

2018/12/07 第 32 回備後糖尿病チーム医療研究会 4 名 

2018/12/08 第 2回東部地区一般研修会 60 名 

2018/12/19 第 2回東部地区病理細胞診部門研修会 34 名 

2018/12/20 東部地区医療法改正研修会  55名 
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●活動報告 

2018/10/30 東部地区第 5回役員会 

●事業計画 

開催予定日 事業名 

2019/01/19 第 2回東部地区輸血検査研修会 

2019/01/24 第 5回生涯教育講座（東部地区） 

2019/02/02 第 3回東部地区血液研修会 

2019/02/16 東部地区生理研修会 

 

【東広島地区：小松(忠)】 

●事業報告 

開催日 事業名 参加人数 

2018/10/18 がん関連研修会（骨転移に関する整形外科治療） 13 名 

2018/11/4 東広島健康福祉まつり参加 9 名 

2018/11/30 東広島地区意見交換会 33 名 

●事業計画 

開催予定日 事業名 

2018/2/14 がん関連研修会（肝臓がんについて） 

 

【北部地区：箕岡】 

●事業報告 

開催日 事業名 参加人数 

2018/12/1 第 3回北部地区研修会 23 名 

2018/12/1 北部地区意見交換会 8 名 

 

〈討議事項〉 

【森田会長】 

●討議事項なし 

 

【事務局】 

●討議事項なし 

 

【浅野経理部長】 

●討議事項ではないが、来年度の予算申請をまだされていないところがある。１月 20 日に予算案の作成作業を

する予定になっているため、早急に提出をお願いする。 

【組織調査部 中宮副部長】 

●理事会の議事録を組織調査部の副部長の持ち回りで担当しているが、ボイスレコーダーを回して、聞き取っ

て、文字に起こして、各発言者にチェックしていただいて、それを修正して最終版として皆さんに送ってい

る。前回、議事が取れてなかったということでデータを発言者から送ってもらって議事録を作成した。こう
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したやり方の方が、発言者の意図もとらえやすく、また議事録作成者の負担も軽減される。可能ならば、発

言者の方は発言データを議事と一緒に送っていただいて、それを起こして議事録を作成したいと思っている

が、いかがですか。 

 ⇒⇒常務理事会議事録にある程度記載されており、それを参考にし、常務理事会にない討議内容などについ

ては、発言者の判断に任せて発言データを送ってもらう。今後は業務負担軽減も考慮し、データで送れるも

のは送るようにするということで、理事会で承認された。追加意見として、理事 ML で、議事録担当者から依

頼メールを一括送信した方がデータを返信しやすいという意見があり、そうすることとした。 

 

〈県学会について〉 

【東広島地区：小松(忠)】 

●決定事項 

 ２月 23・24日開催。 

●確認事項 

 ①２月 23 日に第５回理事会が開催されると思うが、会議の時間は決定しているのか。 

  最寄り駅から会場まで距離があるので、送迎を考えている。 

  ⇒⇒理事会開催は 10時 30 分から。13時 30 分から会員受付。14 時から県学会開始。 

 ②来週、理事の方に宿泊と懇親会の案内等の送付を予定している。 

 ③抄録の原版が、可部印刷より届いている。確認して問題はなかった。 

 ④前回の常務理事会で、PC 更新の話があった。今学会では新 PC を使うつもりであるが、新 PCは、いつ、何

台、借りることができるのか。一般演題データの動作確認をするため、２月上旬に１台、全部で４～５台

を考えている。 

  ⇒⇒新 PCは 10台ある。貸出日程は、早い方がいいと思われるので調整する。 

【森田会長】 

 「検査と健康展」でも展示した豪雨被災地での DVT検診をした時の様子のポスターを展示するところがあれ

ば、展示したらいいのではないか。 

  ⇒⇒展示する場所はある。展示を行う。 

 

 

                                 以上 
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 去る平成 30年 12月 22日（土）、呉市内の呉海員

会館（ビュー・ポートくれ）において“第 44回呉地

区七夕学会”が開催されました。この学会は、西日

本豪雨災害の影響により、当初開催予定であった同

年7月7日からの延期開催となったものであります。

今回、その際の中止決定から延期開催までの経緯を

中心に、本学会の様子をまとめましたので報告いた

します。 

今回で 44回を数える広臨技において最も歴史と

伝統のある七夕学会は、例年７月の第１土曜日を開

催日としております。今年度は 3月 3日に第 35回広

島県医学検査学会を、呉地区開催として終えたばか

りでしたので、呉地区委員会では計画段階で、準備

期間の短さや演題が集まるか等の不安要素が多く、

開催に躊躇する意見が出されていました。しかし、7

月 7日（土）に会場が確保できたため、縁起の良い

“七夕の日当日開催”として張り切って準備を進め

ておりました。 

 学会前日 6日（金）、天気予報のとおり午後から続

く大雨の影響で、私の職場でも「職員を早めに帰宅

させるよう」指示が出されました。帰宅後も降り続

く雨。テレビの天気予報から目が離されない時間が

続きました。携帯電話に地区委員から「この天気で

明日、学会は開催するのか？」との問い合わせや、

「自宅近くから土砂の匂いがしており、何かの被害

が発生している様子。明日の学会への出席は困難」

とい 

う連絡も入りました。PM 8：00を過ぎた頃、私の自

宅（呉市本町）近くの国道 185号線では膝下くらい

まで冠水しましたが、一時的でありましたので、こ

の時点では「明日の学会は参加者が減るかもな…」

と心配しながらも、翌日の学会挨拶を考えておりま

した。 

 日付が変わり 7日（土）、断続的に降り続く雨と携

帯電話の防災速報により、何度も起こされ、気象情

報をチェックする夜でした。夜が明けた AM6：00 頃、

地区委員の一人から「道路の渋滞により車中で夜を

明かした。学会の備品を積んでいるので、開始まで

に何とかルートを探して会場に向かいます」との驚

くべき連絡。他にも帰宅困難であった技師が複数名

あるとの情報も入りました。テレビでは県内各地の

大雨被害や、道路、交通機関の麻痺を伝えています。

AM 6：30、「学会開催を強行するレベルの状況ではな

い」と判断しました。しかし、百数十名もの会員・

賛助会員が参加予定である学会と懇親会を、“当日の

中止決定”する事への影響や、演者や参加予定者へ

の連絡方法、会場の当日キャンセルの可否、キャン

セル料の発生、等が頭を過り、簡単には決断出来ま

せんでした。広臨技 森田会長に相談したところ、

「学会中止に伴う損害に対し、技師会から援助の用

意がある」との申し入れを頂きまして、地区委員会

計担当者である呉共済病院の佐々木 彩技師と協議

の上、AM 7：00過ぎ“七夕学会中止”を決定しまし

た。 

 中止決定後は佐々木技師と分担して、演者および

参加予定者と会場へ連絡を開始しました。呉地区各

施設の演者および学会参加予定者には地区委員を通

じて、広臨技理事の方々には森田会長より、賛助会

員には直接あるいは代理店担当者様のご協力を得て

連絡しました。学会会場の準備開始が正午からでし

たので大急ぎで連絡しまくり、AM10：00 までにはほ

ぼ全参加予定者に連絡を終えることができました。

また、学会および懇親会会場には交渉を行った結果、

        第４４回呉地区七夕学会 
～豪雨災害による中止決定から延期開催までを経験して～ 
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この事態を理解して頂き、キャンセル料は免除頂き

ました。 

 こうして七夕の日の七夕学会開催は白紙となった

訳ですが、多くの発表者が一生懸命準備した演題を

無駄にしたくない思いが強くあり、また本学会は日

臨技推進事業であるため、年度内の開催に向けて時

期をうかがっていました。しかし豪雨災害が残した

爪痕は甚大であり、人的被害だけでなく、ライフラ

インや交通網の麻痺が続くと、9 月に入っても学会

再開の計画など考えられる状況になりませんでした。 

 秋に入り、多くの関係機関の不眠不休の努力によ

り復興が進みました。JRおよび高速道路網の復旧に

より、呉地区圏外からの学会参加者の交通が改善さ

れたため、延期開催の準備を進め、晴れて 12 月 22

日（土）の開催に至りました。 

 年の瀬迫る学会当日、寒空の下、参加者は学生、

賛助会員を含め 103名と多数あり、ありがとうござ

いました。プログラムは一般演題 6 題、広臨技活動

報告 1題、特別講演 2 題の内容で開催しました。こ

の七夕学会は『若手技師に発表の機会を与え、呉か

ら中四国さらには全国学会への登竜門』として位置

づけられており、一般演題には若手を中心にエント

リーして頂きました。会場からはベテラン技師から

自施設の経験を交えた意見も出され、発表された技

師の皆さんには大変よい経験になったのではと思い

ます。 

森田会長による『広臨技の西日本豪雨災害対応 ～呉

地区における活動報告～ 』は、災害地である呉地区

の技師として報告を聞きたく、急遽組み込ませて頂

いた内容でした。小林 剛技師（呉共済病院）による

特別講演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～ 』は、

日臨技の短期海外留学制度を利用して、米国シカゴ

の“Loyola university medical center”で 1週間

実施された研修に参加された報告です。チャレンジ

精神旺盛な小林技師が、この留学に挑戦するに至っ

た経緯から、日米の検査業務スタイルや設備の違い

等、食文化の紹介を交えながら大変興味深い内容の

講演でした。演者の普段を知る者として、彼の物事

への取り組み方、英語学習の努力の成果を知って頂

き、嬉しく思っています。特別講演Ⅱ『あなたは好

かれる人？それとも嫌われる人？』の演者、金本 實 

技師（三次地区医師会臨床検査センター）は、心理

カウンセラーをはじめ多分野の資格を有されており、

様々な社会活動や地域作りをされている方です。人

間のタイプを、クイズ形式の自己診断も交えながら

解説して頂き、巧妙な話術で楽しく聴講することが

できました。業務だけでなく日常生活での人付き合

いに活かされる、大変役立つ内容でした。 

懇親会は会場を呉阪急ホテルに移動し、84名の参

加者の下、新人紹介や景品の抽選会で盛り上がり、

最後は一本締めにて会を終了しました。 

学会の計画から当日の運営を通じて、地区理事に

就任して間もない時期に起こった、自分にとっては

困難な出来事もありましたが、今回の経験は非常に

貴重なものとなりました。伝統のある呉地区七夕学

会が高い評価を得てきた理由は「技師会員・賛助会

員を含めた協力体制が適切に実施されている」とい

う事を知りました。皆様のご協力をいただき、無事

運営することができました事、厚くお礼を申し上げ

ます。   

(呉地区理事 呉共済病院 柴田 淳)  
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 平成 30年 12 月 22日（土）にビューポートくれに

て、西日本豪雨災害で延期されていた第 44回呉地区

七夕学会が開催されました。三連休の初日で、あい

にくの雨となりましたが、多くの方が来場し大盛況

となりました。一般演題では若い技師からベテラン

技師まで、皆さん熱のこもった発表で、質疑応答も

活発で会場の聴衆の方も真剣に聞いているのが伝わ

りました。

一般演題に続き、森田会長には西日本豪雨災害の

DVT検診の報告をして頂きました。お話を聞いて県

庁での毎朝の会議や、検査場所の調査等、検診をす

る前段階での苦労があったことを知りました。DVT

検診のボランティア募集には 167人もの会員が参加

に手を上げられ、賛助会員の方々も何か自分達にで

きることはないかと言って頂き、広島県の絆の深さ

を改めて感じました。 

引き続いて行われた特別講演 1では「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～」と題して小林技師に講演して頂き

ました。講演の中で私が一番印象に残ったのは「海

外留学に不安はあったがアグレッシブにいきたい！」

「後悔したくない！」という理由で参加されたこと

でした。何事もできない理由ばかり探して挑戦する

ことから逃げてはいけないなということを改めて考

えさせられました。特別講演 2では、「あなたは好か

れる人？それとも嫌われる人？」と題して金本技師

に講演して頂きました。嫌われる人になってしまう

と、人とのコミュニケーションがおろそかになり、

それがインシデント、アクシデントに繋がるという

ことを述べられました。確かに考えてみると、ほと

んどのインシデント等の多くは周りと相談していれ

ば未然に防げていた事例が多いように思われます。

好かれる人になるためのポイントは明日から実践で

きることがほとんどだったので、良いところはその

まま継続し、悪いところは意識して改善し仕事に生

かしていこうと思いました。

 

その後に行われた懇親会では 1年目と 2年目の新

人さんの自己紹介と今後の抱負を語って頂きました。

抱負では皆さん一人一人、これからどういう技師に

なりたい！上司や先輩を超えたい！といった目標を

話しており呉地区の新人さんの熱意を感じました。 

1 度は延期になり中止も考えられた呉地区七夕学会

でしたが、講演には多くの人の参加があり、懇親会

でも活発な意見が交わされていて開催されて本当に

良かったと感じる学会でした。 

（広報部 呉共済病院 森崎敬祐） 

 

 

 

 

 

第４４回呉地区七夕学会レポート  広報部レポート    
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12月 22日にビューポート呉で開催された第 44回呉地

区七夕学会に初めて演者として参加させていただき

ました。今回の七夕学会は、7月 7日に開催予定でし

たが西日本豪雨災害の影響により中止になったとの

連絡を受け、驚きと発表できない悲しさがありました。

その後、延期になったという知らせを聞き、発表でき

ることに感謝し頑張ろうと思いました。 

発表までの準備は自分が思っている以上に大変でし

た。抄録は過去の学会を参考にしましたが文章力のな

さを痛感しました。完成した抄録をもとに会場で見え

やすい配色や文字の大きさなどたくさんの方々にア

ドバイスをいただきスライドを作成しました。本番を

迎え、少し緊張しながらも無事発表を終えることがで

きました。発表の反省点として、質疑応答にてうまく

返答することができませんでした。次回発表する機会

があれば、今回の反省点や他の演者の発表を聞いて学

んだことを生かしていきたいと思いました。これから

も臨床検査技師としての知識や技術を増やすため、

様々な学会や研修会に参加していきたいです。    

(呉共済病院 藤村利佳)  

 

 

      

 

 

平成 31年 1 月 12日(土)にオリエンタルホテル広島

にて、平成 31年広島県臨床検査技師会新春祝賀会が

開催されました。14名のご来賓の方々をはじめとし

て、広臨技会員、賛助会員の皆様を含めた総勢 158

名が参加され、会は盛大に催されました。 

米田副会長の開会の辞、森田会長の挨拶の後、広島

県医師会会長の平松恵一様よりご挨拶を賜りました。

健康寿命や医療法改正における検査手技の変更等に

触れられ、今後の検査技師会の展望について丁寧に

お話しされました。 

賛助会員よりキャノンメディカルシステムズ株式会

社の伊地知様、ロッシュダイアグノスティクス株式

会社の山本様よりご挨拶を頂きました。両社様から

は、先の豪雨災害において、DVT検査等での検査機器

をご提供いただき、広臨技の災害派遣活動に多大な

る貢献をして頂きました。 

続いて、参列されたご来賓の方々にご挨拶を頂いた

のち、広島県議会議員 中本隆志様の乾杯のご発声に

より歓談の時間に入りました。会場の皆様は各々グ

ラスを片手に、時には和やかに、時には活発に意見

を交換され場は大いに盛り上がりました。19時も半

ばを過ぎた頃、ご多忙の中、当会顧問の衆議院議員 

岸田文雄様がご来場されました。先の豪雨災害から、

今後の医療、政治についてお話を頂きました。岸田

 平成３１年広島県臨床検査技師会 新春祝賀会レポート  
 

第４４回呉地区七夕学会 ～初めての発表を終えて～ 
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様が当会会員の写真攻めにあう中、会はますます盛

り上がりを増していきました。 

学術部の挨拶では、各学術部長（代理含む）より、

新年の挨拶と抱負、今後の活動内容についての報告

がありました。 

その後、毎年恒例の豪華賞品抽選会が行われました。

四等賞のゴディバチョコ詰め合わせから一等賞のワ

イヤレスイヤホン、更には特賞として市内有名ホテ

ルの利用券といったまさに豪華目白押しのラインナ

ップで、手に汗握る抽選会となりました。また、会

場でもあるオリエンタルホテル広島様のご厚意によ

り豪華宿泊券のご提供があり、それを巡ったじゃん

けん大会で本会のイベントは締められました。 

熱気も冷めやらぬ中、飯伏副会長の閉会の辞があり

ました。参列者の方々が活発に意見を交わし、一部

立食パーティのような様相を呈していた本会はこう

して散会となりました。 

笑いもあり、真剣な話もあり、参列頂いたご来賓の

先生や当会会員、賛助会員の皆様にとって、とても

有意義な会であったことと思われます。 

（広報部 粟村尚史） 

 

●ご来賓の皆様のご紹介（敬称略） 

 

 

(一社)広島県医師会 会長 平松恵一 

(一社)広島市医師会 副会長 森田健司 

日本司法書士会連合会 理事 末廣浩一郎 

中国四国臨床検査薬卸連合会 会長 木村稔 

(一社)日本衛生検査所協会 中国支部支部長 近本陽一 

広島国際大学 学長 焼廣益秀 

呉共済病院 相談役 神辺眞之 

広島県臨床検査技師会 顧問 岸田文雄 

広島県臨床検査技師会 顧問 中本隆志 

広島県臨床検査技師会 名誉会員 安松弘光 

広島県臨床検査技師会 参与 白石幸雄 

広島県臨床検査技師会 参与 谷口薫 

広島県臨床検査技師会 元会長 板羽秀之 

広島県臨床検査技師会 元会長 丹下富士男 
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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 

    

    

    

    

    

＜無料シャトルバスのご案内＞ 
下記時間にて、西条駅（JR）と学会会場（グランラセーレ東広島）の間で無料シャトルバスを運行致します。

西条駅と学会会場の間はおよそ 10分となります。 

 

＜1 日目＞ 2 月 23日（土） 

西条駅 発 学会会場 行 

13：35 

学会会場 発 西条駅 行 

17：45予定  （シンポジウム終了 15 分後の出発となります） 

20：15予定  （懇親会終了 15 分後の出発となります） 

 

＜2 日目＞ 2 月 24日（日） 

西条駅 発 学会会場 行 

8：35 

9：10 

 

学会会場 発 西条駅 行 

16：45予定  （学会閉会 15 分後の出発となります） 

 

 西条駅発の便は、原則時間厳守で運行致します。西条駅では案内係に従いご乗車下さい。 

 学会会場発の便は、学会の進行状況により出発時間が変更となる可能性があります。 

    第３６回広島県医学検査学会（最終）  
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■日  時：平成３１年３月２４日（日）１４：３０～１８：００ 

■場  所：広島県医師会館 ホール  

総合司会：広島県医師会常任理事          岩崎泰政 

１．開会挨拶                   広島県医師会会長 平松恵一 

２．成績優秀施設への表彰 

３．第４６回（平成３０年度）精度管理調査結果の評価・解説 

            司 会：JR広島病院   中山宏文 

             ：広島赤十字・原爆病院  米田登志男

                     

 （１）生化学・免疫 広島赤十字・原爆病院  坪内 哲 

 （２）血液 広島赤十字・原爆病院   塔村亜貴 

 （３）輸血  広島大学病院   河野真由 

 （４）フォトサーベイ 

（一般・尿定性） ＪＡ広島総合病院   荒瀬美幸 

（病 理）       呉市医師会臨床検査センター     竹内まゆみ 

（細 胞） 呉共済病院   小林 剛 

（血 液） JR広島病院   岡田卓也 

（生 理） ＪＡ広島総合病院 霜津宏典 

（微生物） 広島大学病院   長岡里枝 

（５）総評 県立広島病院           西坂 隆 

             

４．特別講演 日本医師会生涯教育講座 0.5単位（CC:9） 

①「血液検査の標準化」 

  講師   島根大学医学部付属病院検査部 技師長 三島清司 

              座長    臨床検査精度管理推進委員会委員 

 広島市立広島市民病院    三好夏季 

    ５．質疑応答  

６．閉会の辞         広島県臨床検査技師会会長     森田益子 

 

 

 

 

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８日です）

 

主催：（一社）広島県医師会、（一社）広島県臨床検査技師会 

（一社）広島県臨床検査技師会（基礎-20 点） 

 

第３８回広島県臨床検査精度管理向上研修会のお知らせ 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1484270237/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hpeW9rb3lhcm91LmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS9CN0tWTm9PQ1lBRVhnSWoucG5n/RS=^ADB5rAKZs_cbOlLvm9PSiIA1_YNqIU-;_ylt=A2RCMY4d2XZYwhIAswWU3uV7

