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e ラーニングについてのお知らせ
⚫

⚫
⚫

e ラーニング クレジットカード情報更新手続きについてのお願い
6 月 30 日までに手続きを行わないと強制退会されます。
詳しくは https://www.jamt.or.jp/news/2019/news_002319.html をご覧ください。
e ラーニング 非会員向け「精度管理責任者」育成講習 受講開始のお知らせ
詳しくは https://www.jamt.or.jp/news/2019/news_002896.html をご覧ください。
e ラーニング 『団体契約』開始のお知らせ
詳しくは https://www.jamt.or.jp/news/2019/news_003068.html をご覧ください。

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会
【平成３１年度で終了】厚生労働省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！

平成 31 年度（令和元年度）定期総会開催のご案内 （再掲）
標記総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。
総会当日は、平成３１年度定期総会資料をご持参ください。
また、総会に先立ちまして、平成３０年度会員表彰式を行いますので合わせてご出席下さい。
日

時

令和元年 6 月 15 日（土）
表彰式 16 時 00 分～16 時 30 分
総会 16 時 30 分～17 時 30 分

場

所

ホテルサンルート広島 2 階「芙蓉の間」
〒730-0051
広島市中区大手町 3-3-1 TEL(082)249-3600
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第 45 回

呉地区七夕学会のご案内

標記学会につきまして、下記のとおりご案内いたします。皆さま多数ご参加くださいますようお願
いします。
【開催日時】
2019 年 7 月 6 日（土）
【会
場】
ビューポートくれホテル
呉市中通 1-1-2
℡ 0823-20-0660

13:30～17:20

※ 受付 13：00～

3 階大ホール

【プログラム】
13:30～13:40 開会・挨拶
13:40～14:50 一般演題 7 題
「当院における院内グループウェアを利用した病理診断の伝達について」
高下 和樹（済生会広島病院）
「過去 7 年間における当院の血液疾患について～血液専門医のいない検査室ができること～」
中村 早也香（済生会呉病院）
「初めて経験した裂頭条虫について」
中原 幸子（呉医師会臨床検査センター）
「海外で治療歴のある患者から KPC 型・NDM 型カルバペネム耐性腸内細菌及び多剤耐性アシネト
バクターを同時に検出した 1 例」
東谷 麻未（呉医療センター）
「ホルター心電計を用いた LP 計測について」 高松 優衣（中国労災病院）
「肺塞栓症が左内頸静脈由来であった症例」 名越 咲 （呉医療センター）
「当院におけるアルブミン製剤の一元管理への取り組み」 在間 優花（呉共済病院）
15:05～16:05 特別公演Ⅰ
「人工知能が切り拓く未来 ～変わりつつある医療のカタチ～ 」
栗田 佑希 技師 （浜松医科大学医学部附属病院 病理部）
16:20～17:20 特別公演Ⅱ
「腹部超音波の悩みを一緒に考える』 神野 大輔 医師 （済生会広島病院 消化器内科）
【懇 親 会】
18:15～20:15 呉阪急ホテル 3 階『 安芸の間 』にて
※ 別紙申し込み案内をご参照ください
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【第 45 回呉地区七夕学会

懇親会申し込みについて】

懇親会参加ご希望の方は必要事項をご記入の上、E メールまたは FAX にてお申込み下さい。
■日
■会

時：2019 年 7 月 6 日（土）18：15～20：15
場：呉阪急ホテル 3 階 『 安芸の間 』

■会 費：5,000 円（※学会受付時に徴収いたします）
■申込締切り：2019 年 6 月 30 日（日）先着 100 名まで
■参加申込先：呉共済病院 検査部 佐々木 彩 技師 まで
【Email】a-sasaki@kure-kyosai.jp
【FAX】0823-22-2216
件名：七夕学会懇親会参加申込
担当：佐々木 彩
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第 45 回 呉地区七夕学会 懇親会 参加申込書

参加施設名

会員番号

氏

名

会員番号
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氏

名

元日臨技発第 25 号
令和元年 5 月 22 日
会員施設
検査部門責任者各位
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
会長職務代行
代表理事副会長 横地 常広
タスク・シフティング抽出業務の実施状況緊急調査
謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、当会の事業活動にご支援、ご協力
を頂き心よりお礼申し上げます。
さて、ご承知の通り、医師の働き改革に関する検討会議において、平成 3１年 3 月 28 日「医師の
働き方改革に関する検討会」の最終報告書がなされたことから、厚生労働省医政局において、医
師の業務縮減に資するための具体的業務について、医療技術者団体等からのヒアリングの場が設
けられることになりました。
当会においては、臨床検査技師がタスク・シフティング出来る業務を抽出し、当該業務の実施状
況について、緊急調査を行うことといたしました。
本アンケートの集計結果は予定されている厚労省のヒアリング基礎資料とするともに、業務拡大
の為の関係機関への折衝資料と致します。
なお、緊急調査は下記により実施しますので、貴殿（貴施設）におかれましては、ご多忙のことと
存じますが、上記の趣旨にご理解を頂きますとともに、本調査へのご協力についてよろしくお願い
致します。
謹白

記

調査内容：タスク・シフティング抽出業務の実施状況調査
調査対象：全会員施設
回答方法：日臨技 HP 上でのアンケートシステム（左下の QR コードから利用可）
回答期限：令和元年 6 月 9 日まで
※調査は日臨技のホームページより Web 上での調査とし、回答には施設コード
とパスワードが必要となっています。尚、スマートフォンからも回答可能です。
以上
＜こちらの QR コードから回答をお願いします＞
返送先：問合せ先
〒143-0016 東京都大田区大森北 4-10-7
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
ＴＥＬ：03-3768-4722
E-mail：jamt@jamt.or.jp
担当常務理事：丸田秀夫、事務局 篠崎隆男
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かあさんありがとう〜Pink Ribbon Day〜

レポート

令和元年５月１２日（日）、マツダスタジアムで
の対 DeNA 戦にて「かあさんありがとう〜Pink Ribbon
Day〜」が開催されました。マツダスタジアムでは毎
年、この時期に乳がんの早期発見と治療を呼びかけ
るピンクリボン活動が行われています。その趣旨は、
乳がんについて学び、乳がん検診の大切さを認識し、
定期的に検診を受けてもらうことです。
夏日となった「母の日」の１２日、球場内では乳
がんについて学べるさまざまなイベントが行われま
した。

開門の１１時と同時に骨密度測定にも次から次へ
と人が集まり、あっという間に３０人ほどの長い行
列ができました。列は途絶えることなく、気付けば
試合開始の１３時３０分までに１００件の検査を終
えていました。
骨密度の検査を初めて受けますという方が多く、結
果を聞いて熱心に質問をされている姿が見受けられ
ました。５０代の女性は、「骨密度の検査を受ける
機会がなかったので気になっていた。骨粗鬆症にな
らないようにバランスのよい食事や適度な運動をし
ていきたい。」と話されていました。

監督、コーチ、選手は「ピンクリボンユニフォーム」
「ピンクリボンワッペン」を着用して試合に挑み、
試合ではピンク色の塁ベースが使用されました。
また、ライト側コンコース「かば広場」、レフト側
コンコース「サンちゃん広場」では、乳房モデルを
使った自己触診体験学習やマンモグラフィー機器の
展示、ピンクリボングッズの販売、大切な人へ乳が
ん検診をすすめるメッセージ作成コーナーなどが設
けられました。
広島県臨床検査技師会からは、６名のボランティ
アが参加しました。今年は、ライト側コンコース「か
ば広場」にて２０歳以上の女性を対象に骨密度測定
を行いました。スタッフは呼び込み、検査、結果説
明の担当に分かれローテーションしながら活動しま
した。

試合中にも多くの方に足を運んでいただき、受付
を終了した１５時までに１６５件という予想を上回
る受検者数で大好評でした。また、早期発見の大切
さや臨床検査技師という職業を知ってもらうために
技師会で用意したマスクを５００枚配りました。
これを機に、検査への関心や臨床検査技師に少しで
も興味をもってもらえたら幸いです。
最後に、暑い中参加された皆様、大変お疲れ様で
した。
（広報
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本田

秋奈）

広島・西部地区レクリエーション 報告
平成も残りわずかとなった 4 月 24 日（水）に広

同じように、パーティ会場からも点が追加される

島・西部地区レクリエーションが開催されました。

度に「宮島さん」の合唱や大きな歓声があがり、

内容はパーティベランダでのカープ観戦です。今

カープの攻撃が終わると同時にビールサーバーに

年も激しい争奪戦の末にチケットを獲得すること

は長い列が出来ていました。

ができました。参加申し込みは当初予定していた
140 名を超す 146 名の方にご参加いただきました。
（広島・西部地区会員 86 名、賛助会員・家族会員
60 名）
しかし当日はあいにくの雨模様。試合開始が近
づくにつれ強くなる雨足に、試合中止も危ぶまれ
ましたが、何とか予定通りに試合が開始されまし
た。
開催が平日ということもあり、お仕事が終わって
仕事終わりの疲れと、カープの快活な攻勢のた

来場される方が多かったことが予想されましたが、
それでも足早に来場される方が多く、根強いカー

めか、用意されたビールはあっと言う間に底をつ

プ愛を感じました。

きましたが、試合が常に優勢に運んでいたことも
あり、会場のあちらこちらで和やかに、時には活
発に歓談されている様子が見られました。
勝利に終わった試合後、森田会長より締めの挨拶
を頂き、じゃんけん大会でもうひと盛り上がりあ
った後に、レクリエーションは無事終了となりま
した。
本レクリエーションは会員相互の親睦と意見交
換も目的として開催されています。日頃なかなか

試合は 2 回裏、6 番曾澤の先制ホームランを皮切

話をする機会の無い他の施設や賛助会員の方とも、

りに、ピッチャー野村がスクイズを決め貴重な追

交流を深める事ができたのではないかと感じます。

加点を取りました。続く 3 回裏には 2 番菊池・3
番長野の 2 者連続ホームランで球場全体が大きな

広報部・広島地区理事 粟村尚史

盛り上がりを見せました。

速報原稿の送付、広報部へのご意見等をお願いします。

広報部連絡・専用 E-Mail ＜ koho@hiroringi.or.jp ＞
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は６月１３日です）
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呉地区レクリエーション

報告

令和元年５月１１日（土）、とても良い天気に恵ま
れた日に、呉地区のレクリエーションが開催されま
した。呉地区の方々とマツダスタジアムにて広島東
洋カープ対 DeNA ベイスターズの試合を観戦しました。
私は４月より転勤で呉医療センター勤務となりま
した。呉地区のイベントへは初めての参加となり、
お会いしたことない方がたくさんいる場へ行くこと
に少し不安で緊張していました。しかし、久しぶり
の球場でのカープ観戦ということもあり、わくわく
した気持ちで、学生時代に買ったユニフォームなど
のカープグッズを押入れから引っ張り出して球場へ
向かいました。

はじめは緊張していましたが、参加された皆さん
と一緒に応援し、選手の良いプレーや点が入るごと
に一緒に喜びあうことができ、緊張もほぐれ、会話
も弾み、とても楽しく過ごすことができました。応
援のかいもあり、見事勝ち試合となり、最後は飛ん
できたファウルボールをかけたじゃんけん大会、集
合写真の撮影と、終始和やかな雰囲気で温かい気持
ちになりました。
今回、呉地区レクリエーションに参加させていただ
き、自施設、他施設ともに多くの方々と交流を深め
ることができ、とても楽しい時間を過ごすことがで
きました。このような貴重な機会を作っていただけ
たことに感謝したいです。レクリエーションの企画
運営に携わっていただいた皆様、本当にありがとう
ございました。参加者は下記のとおりです。
呉地区会員 32 名、賛助会員 6 名、呉地区以外 8 名
呉医療センター 小石千尋

会場はラグジュアリーフロアで、球場全体が見やす
く、美味しい料理を食べながらのとても贅沢な環境
での観戦となりました。試合開始すぐに観戦してい
たフロアにファウルボールが飛んでくる嬉しいアク
シデントもあり、会場も一気に盛り上がり、球場な
らではの雰囲気を体験することができました。
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