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「広臨技コミュ」が廃止になります 

令和元年 12 月 2 日をもって、メーリングリスト「広臨技コミュ」が廃止になります。広臨技では新た

にメールマガジンを会員の皆様へお届けする準備が進行中です。メールマガジン登録方法など詳しい内容

が決まり次第、メールでお知らせいたします。 

「広臨技会報」にて災害時 DVT 検診についての座談会掲載 

 昨年の西日本豪雨災害の際、広臨技から被災者の方々に対して DVT 検診を行いました。当時の広臨技と

しての対応や活動について、森田会長・飯伏副会長・浅野経理部長・水野中四国支部長にお話しして頂き

ました。未曾有の大災害に対して、広臨技として検査技師として、どうすべきかについて考えるきっかけ

になるかもしれません。会報は 8月発行です。ぜひご覧ください。 

 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会 

本講習会は臨床検査技師の国家資格の一部追加で、全員の参加が求められています。尚、広島県での受講

は、令和元年 12月７、８日開催をもって終了となりますので、未受講の会員の方は受講をお願い致しま

す。受講希望者は、日臨技ホームページからお申込みお願いします。 

 

 

 

広報部への連絡は済生会呉病院 有谿まで ＜aritani@saiseikai-kure.jp ＞ 
速報原稿の送付、広報部へのご意見等をお願いします。 

 

（次号速報の原稿〆切りは 8月１5日です） 
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2019年 7月 6日 第 45回呉地区七夕学会がビュー

ポートくれにて行われました。去年は豪雨災害もあ

り延期になった本学会ですが、今年は天気もよく無

事開催することができました。 

一般演題は 7題の発表があり、今年も中堅技師から

若手技師までが自施設で経験した貴重な症例や、新

しく始めた取り組みなどを発表されていました。聴

衆の方は演題に熱心に耳を傾け、また質問も活発に

出していて盛り上がりをみせた演題発表となりまし

た。 

浜松医科大学の栗田先生の「人工知能が切り拓く未

来～変わりつつある医療のカタチ」という特別講演

では臨床検査技師なら気になるであろう AIの現状の

話をして頂きました。話では今後、検査業務の多く

を AIがカバーするようになるので、AIに「負けない」

ではなく AI と「共存する」あり方が今後、求められ

てくる。AIの優秀な所を認めて、臨床検査技師は AI

にできないアイデアを思いつく、検査結果が本当に

正しいものか考える等、AIとうまく付き合っていく

ことが望ましい。と話されておりました。 

済生会広島病院の神野先生の「腹部超音波の悩みを

一緒に考える」の特別講演では臨床検査技師の腹部

超音波検査での悩みを医師目線から、どう解決して

いくべきかを話されていました。「分からない所見が

あっても、観察した所見をそのまま記載して下さい。」

「腫瘍がみられたら、それが悪性または良性が示唆

されるというのも一緒に記載してほしい」等、医師

の方が、どこまで臨床検査技師に求めているのかと

いうのが聞ける貴重な機会となりました。 

学会終了後には懇親会が催され、今年の入った新人

さんに自己紹介と今後の抱負を話してもらいました。

皆さんしっかりとした抱負を話していて、これから

の活躍が楽しみになりました。 

懇親会で米田副会長と水野前会長の話がありました

が、今回の特別講演に AIの話があってか AI とこれ

からの検査技師についての話をされていました。こ

れから AIが検査業務に入ってくると、臨床検査技師

は変わる必要がある。また AI が入ることで、また新

しい仕事が生まれるはずなので、その時には認めて

もらえるよう働きかけをしないといけないと言われ

ていました。AI が検査に関与するのも遠くない未来

のことかと思いますので、私も日頃から AIの進歩に

目を通すようにしておきたいです。 

今年の七夕学会も興味深い演題が各分野から出され、

特別講演も多くの人が気になるような内容で皆さん

勉強になったのではないかと思います。これからも

この七夕学会が続けられるよう私もお手伝い等して

いきたいです。 

 

広報部 呉共済病院 森崎敬祐 

 

 

 

私は今回、初めて呉地区七夕学会に参加させてい

ただきました。米田登志男副会長の挨拶で「去年は

豪雨災害があって 12月に開催し、今年は無事に 7月

に開催することができた。継続は力であり、こうし

て毎年学会を開催できていることは素晴らしい。」と

いう挨拶をいただきました。呉地区の臨床検査技師

が協力し合い開催できている七夕学会に参加できる

ことは光栄なことだと思いました。 

 一般演題では珍しい症例や、業務の現状と問題点、

更には改善点について拝聴させていただきました。

今まで無かった知識を得て、自施設での検査の着眼

点を学ぶことができました。 

 今回、特別講演は 2講演ありました。1 つは浜松医

科大学医学部付属病院の栗田佑希技師が「人口知能

が切り拓く未来～変わりつつある医療のカタチ～」

について講演されていました。AIが発達することで

臨床検査技師の業務は約 90%影響を受けるそうです。

AI を使う時代はすぐ側まで来ており、AIと共栄・共

存していく発想力が大切だというお話でした。私は

新人検査技師で、今は 1日でも早く全ての日常業務

を行えることが目標ですが、効率の良い検査や患者

第 45回呉地区七夕学会報告② 

 

第 45回呉地区七夕学会報告① 
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様の為の検査とは何か考え、様々なアイデアを実現

させていきたいです。 

 もう 1 つの講演は済生会広島病院の神野大輔先生

の「腹部超音波の悩み一緒に考える」という講演で

した。私は生理検査室に配属され、ゆくゆくは超音

波検査にも携わりたいと考えています。超音波検査

に臨む心構えは、様々な部位の超音波検査に共通し

ており、見逃しのない検査をし、疾患名に結び付け

られなくても見たままの所見を詳しく書くことで、

次の検査に生かせるというお話は大変勉強になりま

した。 

 来年は私も「新人の登竜門」七夕学会に演者とし

て参加したいと思います。その為に、日々の検査の

中で疑問に感じたことは追及していけるよう励みま

す。 

 

呉医療センター 片山 優美

 

 

2019年 7月 14日（日）、イコール福山にて東部地

区新入会員オリエンテーションが開催されました。

オリエンテーションには今年度の東部地区新入会員

24 名の参加がありました。広島からは森田会長をは

じめ、飯伏副会長、米田副会長、難波組織調査部長

がご参加してくださいました。 

 細谷地区理事による開会の挨拶から始まり、広島

県臨床検査技師会役員紹介のあと、森田会長から一

般社団法人日本臨床検査技師会、一般社団法人広島

県臨床検査技師会の紹介、日本臨床検査技師連盟の

活動内容について説明がありました。熊本地震時、

昨年の西日本豪雨災害時の DVT検診の活動や、生涯

教育研修制度、e-ラーニングについてなど、新入会

員の方々にもわかりやすいよう説明してくださいま

した。 

 次に、中宮地区理事から東部地区での技師会活動

の紹介、桑田地区理事からはメーリングリストのサ

ービスの終了やそれに代わるメールマガジンでの運

用についての説明がありました。 

 続いて、三原、尾道、福山の各地区の先輩技師か

ら新入会員へ向けてのアドバイスがありました。教

えてもらったことはしっかりメモを取りまとめるこ

と、ひとつひとつ確認しながら丁寧に検査を行うこ

と、ミスをしたとき次にまた同じミスをしないよう

どうしたら良いか考えること、いろいろな年齢の

方々や他施設の方々、他職種の方々と交流してコミ

ュニケーションをとること、失敗を怖がらず目標を

持って挑戦することなど、自分の経験を踏まえてア

ドバイスされていました。新入会員からは、「まだま

だ慣れないことばかりで不安がたくさんあったが先

輩方のアドバイスを聞いて少し自信が持てました」、

「今回のアドバイスを参考にして先輩方のように活

躍できるようがんばります」など、前向きな感想が

多く聞けました。 

 その後、新入会員の自己紹介、東部地区役員の紹

介と続き、新入会員オリエンテーションは終了しま

した。 

 精度管理報告会では、部門ごとに詳しくわかりや

すい解説が行われ、新入会員も熱心に勉強されてい

ました。質疑応答では新入会員からも分からないこ

とや教えて欲しいことなど質問があり、今後の業務

に生かせる充実した内容となっていました。 

 すべてのプログラムが終了し、場所を移動して焼

肉ビアガーデンでの交流会が行われました。生憎の

天気で終始雨が降り続いていましたが、そんな天気

も忘れるほど各テーブルでは盛り上がりを見せてい

ました。各施設の先輩技師が新人技師を連れて挨拶

まわりをする姿があちこちで見られたり、精度管理

報告会では時間がなく聞けなかったことを交流会で

詳しく質問したり、とても有意義な交流会となって

いました。新入会員も他施設の新入会員や先輩たち

と交流し、自施設の中だけでは得られないいろいろ

な情報を得ることができたのではないでしょうか。 

今回のオリエンテーションで得たことを存分に活

かし、これから新入会員の皆さんが活躍してくれる

ことを期待しています。 

東部地区新入会員オリエンテーション報告 
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参加された皆様、新入会員の皆様、東部地区役員の

皆様、お疲れ様でした。 

  

 

 

広報部 錦織 

 

 

 

 

東部地区新入会員オリエンテーションに参加された 24 名の会員を対象にアンケートを実施しました。 

 

 

東部地区新入会員オリエンテーションアンケート報告 
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広島県臨床検査技師会(当会)のホームページについて 
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広島県臨床検査技師会の「情報伝達」について 

 

 

 

 

アンケートのご協力 

ありがとうございました 
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2019 年 6 月 27 日(木) の夕刻より、東部地区での

平成 31 年（令和元）年度の広臨技生涯教育講座（第

１回）が福山市医師会館にて開催されました。 

第１回の今回は『大人の発達障害』について広島

県発達障害者支援センターの吉本一峰先生のご講演

でした。“大人の発達障害なんて身近な人にいないし

…。”と思っていませんか？いまや大人の発達障害と

いわれる人は 10 人に 1 人といわれ、近年増加してい

るそうです。今回の講演テーマは、あなたに身近な

発達障害について、大人の発達障害とはどういった

ものなのか、これらについて具体的な発達障害の方

の例を挙げてお話くださいました。私自身も知って

いたつもりでしたが、今回学んでみて知らなかった

ことばかりでとても勉強になりました。参加された

皆さんはいかがだったでしょうか。 

 

生涯教育講座とは、広臨技が企画する臨床検査技

師の資質向上を目的とした１時間ほどの勉強会です。

広島県では年４回話題性のあるテーマで企画され、

１つの内容を広島市と東部地区の 2 カ所で開催しま

す。東部地区では毎年およそ 200 名も近い方が申込

みされ、みんなで学んでいます。参加されると基礎

点が 20 点付加されますので、是非参加していろいろ

なテーマにふれてみませんか。 

（広報部 世良） 

 

 

 

 

 

2019 年度第 1 回広臨技生涯教育講座（東部地区）報告 


