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日 

令和 2年度 広臨技定期総会 

本研修は、令和２年５月２５日 厚生労働省健康局結核感

染症課より発出された「感染症発生動向調査事業の活用に

よる PCR検査の体制強化のための研修の実施について」に

基づき開催される研修であります。 

 

本研修は、令和２年６月２日 厚生労働省健康局結核感染

症課より発出された「臨床検査技師に対する新型コロナウ

イルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査のための鼻

腔・咽頭拭い液の採取に関する研修の実施について」に基

づき開催される研修であります。 

令和 2・3年度の新しい執行部がスタートしました。 

詳細は P8以降の令和２年度第２回理事会議事録を 

ご参照ください。 

http://www.hiroringi.or.jp/
http://www.jamt.or.jp/studysession/nat/
http://www.jamt.or.jp/studysession/collect/
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令和元年６月１3日（土）広島市民病院 中央棟

10 階講堂において定期総会が開催された。 当初は相

鉄グランドフレッサ広島において開催予定であった

が、昨今のコロナ禍の影響により開催会場が変更と

なった。 

総会に先立ち中島渉外法規部長の進行のもと、平成

３1年（令和元年）度会員表彰式が行われた。学術業

績者表彰 2名、学術奨励賞 1 名、特別表彰 1名、永

年職務精励者表彰 37名、計 41 名の表彰者のうち 5

名が出席され、会長から表彰状と記念品が贈られた。

受賞者 41名を代表して特別表彰を受賞された飯伏義

弘氏より謝辞が述べられた。表彰式の最後に、受賞

者と会長とで記念撮影が行われた。 

定期総会は飯伏副会長の開会の辞にて始まった。坂

田事務局長主導のもと議長の選出が行われた。出席

者のうち立候補者無しのため、執行部より広島大学

病院の山﨑真一氏が推薦され、満場一致で承認され

た。以降は議長により議事は進行された。資格審査

委員兼議事運営員は以下の表のとおり選出された。 

 

定期総会資格審査について、出席者・書面評決・

委任 総数 1352 名と総会員数 1815名の過半数 に

達し総会は成立した。 電磁的議決権行使を本年度

から採用が開始された。紙媒体での議決権行使と

の併用であったが、会員の皆様のご協力とご理解

により大きなトラブル無く票回収が実施できた。 

第１号議案の令和元年度事業報告では、森田会長

より継続事業として①県学会（広島市）開催②学

術誌「広島臨床検査 vol.8」を発刊③「地域ニュ

ーリーダー実践講習会」「初級・職能開発講習会」

④公益活動として「検査と健康展」エイズ・ピン

クリボンキャンペーン、広島県からの委託事業と

してエイズ日曜検査を実施。他の報告として、当

会推薦の元会長である安松弘光氏の叙勲授賞を支

援し、瑞宝双光章の授賞が決定した。 

引き続き各部局事業報告が行われた。 

第２号議案は令和元年度決算報告、第３号議案 は

令和元年度監査報告が行われ、第１号～第３号議

案は賛成多数で承認された。  

続いて第４号議案の令和 2年度事業方針案では、

以下の 6 項が会長より示された。①当会 70 周年の

記念式典や記念講演の実施②会員資質向上と技師

会組織の強化③臨床検査技師の社会的認知度の向

上④精度管理、標準化、検査データの共有化⑤災

害などへの対応強化⑥臨床検査技師要請教育の変

更への対応。続いて各部局からの事業方針の説明

があったが、いずれも新型コロナウイルス感染対

策防止に留意し実施していくことを述べられた。 

第５号議案の令和 2年度予算案が説明された。第

４号、第５号議案ともに賛成多数で承認された。  

第 6号議案では候補者ごとに採決が行われ、賛成

多数により全員可決選任された。 

議事運営委員会からの緊急議案や動議はなく、議

長より総会の議事がすべて終了したことが告げら

れ、 総会役員および書記の解任の後、無事終了と

なった。 

最後に米田副会長の閉会の辞により、すべての総

会日程が終了した。 

マスク着用、ソーシャルディスタンスを

遵守の上での総会開催となった 

令和 2 年度 定期総会≪報告≫ 
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（広報部 粟村尚史） 

 

 

 

 

Ⅰ．学術業績者     橋本文子（国家公務員共済組合連合会 吉島病院） 

           松田浩明（公立学校共済組合中国中央病院） 

Ⅱ．学術奨励者       佐々木彩（国家公務員共済組合連合会 呉共済病院）                                                  

Ⅲ．功労者         該当者なし 

Ⅳ．特別表彰     飯伏義弘(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)   

Ⅴ．永年職務精励者（37名） 

 

 氏名 施設名 

1 清水 希功 広島国際大学保健医療学部 

2 本正 みどり 自宅会員 

3 山本 加代子 自宅会員 

4 妹尾 雅美 福山市医師会健康支援センター  

5 上田 信恵 独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター 

6 手島 祐子 公益財団法人広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 

資格審査報告および議事の時間配分 

 

 正会員数 1815名（基準日 4月 22日） 

 出席者数 1352名 

 

出席者数         39名  

書面表決者数      395名 

電磁的議決権行使者数  562名 

委任状出席者数     356名 

 

議事予定 16時 30 分～17時 45 分 

第 1号～第 3号議案・質疑応答  25分 

第 4号・第 5号議案・質疑応答  20分 

第 6号議案 20 分 

追加・緊急動議等 なし 

総会役員・議事録署名人の選出 

 

・議長 山﨑真一（広島大学病院） 

・資格審査委員兼議事録運営委員 

 理事 2 名 小松忠司（井野口病院） 

      箕岡博 （市立三次中央病院） 

 正会員 3名 足免弘章（広島原爆障害対策協

議会健康管理・推進センター） 

        荒瀬隆司（広島大学病院） 

              森本隆行（広島大学病院） 

 書記 2 名 佐々木彩（呉共済病院） 

      和田健一（広島赤十字・原爆病院） 

 議事録署名人 谷口薫 

森田益子（広島県臨床検査技師

会会長） 

令和元年度 広島県臨床検査技師会 会員表彰 
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7 米田 登志男 広島赤十字・原爆病院 

8 原田 龍二 公立みつぎ総合病院 

9 矢野 聡美 広島医療生活協同組合 広島共立病院 

10 久恒 真由美 医療法人社団おると会 浜脇整形外科病院 

11 日浦 志朗 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 

12 花田 君恵 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 

13 山下 美香 広島赤十字・原爆病院 

14 川﨑 京子 厚生連廣島総合病院 

15 坂田 かな枝 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 

16 八尾 聖子 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 

17 岡野 真澄 日立造船健康保険組合 因島総合病院 

18 有谿 俊一 済生会呉病院 

19 新里 三裕香 財団法人 広島県環境保健協会 

20 小美野 千鶴美 自宅会員 

21 福岡 達仁 厚生連廣島総合病院 

22 清水 里美 県立広島病院 

23 二本 克子 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 

24 平田 千枝子 地方独立行政法人 府中市病院機構 府中市民病院 

25 増田 裕子 広島医療生活協同組合 広島共立病院 

26 山縣 真弓 広島市医師会臨床検査センター 

27 永金 理恵 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 

28 森脇 奈美 医療法人あかね会 土谷総合病院 

29 楠 日都己 医療法人叙叙会 福山第一病院 

30 森本 典子 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 

31 松尾 祥子 社会医療法人 社団陽正会 寺岡記念病院 臨床検査室 

32 橋本 千歳 因島医師会病院 

33 佐々木 健司 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 

34 田邉 泰 自宅会員 

35 清水 丈明 JR広島病院 

36 宮崎 純子 独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 

37 笠井 昇 独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター 
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「学術業績者賞を受賞して」（世界三大感染症と検査法について） 

KKR吉島病院 橋本文子 

 

この度は、学術業績者賞に選出していただき誠にありがとうございます。私が論文を書くきっかけとな

ったのは、世界三大感染症である結核・エイズ・マラリアが WHOを中心として対策が強力に進められてい

る事実でした。これら感染症はどんな国であっても何らかの検査は行っていることが多く、そこを日本の

検査法と比べることで世界の現状が見え易くなるのではないか？と思ったのです。自分の好きなテーマを

諦めずに論文にしたことが色々と報われて本当にうれしいかぎりですが、実はこの度の受賞をなんだか夢

のように感じて実感がないのです。それには理由があります。もともと認定臨床微生物検査技師の受験資

格を得るための論文投稿という邪な心があり、後ろめたさを感じた為です。そして、せっかく書くなら自

分の興味あるテーマを書きたくて、それが今回の「世界三大感染症と検査法について～セネガルと日本と

の検査法の違い～」というタイトルになりました。ただ、このようなテーマは普通であれば一般的な興味

をひくものではありません。それが、吉島病院で許可が得られ、査読と認定試験もクリアして、さらに今

回の受賞となり、喜ばしいかぎりです。 

昨今はネットの普及で簡単なことは直ぐに調べられますが、実はネットは自分の見たくないものは見な

いで済む構造にもなっています。自分の知っている単語でしか検索できないネットよりは、本屋で色々な

本の背表紙を見ている方がより世界が広がるのでは？と考えてしまいます。この論文が皆さんにとって珍

しい本の背表紙になれば、つまり、他の世界へ興味を持つきっかけになれば幸いです。 

最後になりましたが、この度、受賞するにあたり、私の論文を読んで下さった方や、推薦して下さった方

など、様々な方の力添えのおかげで受賞することができ心より感謝申し上げます。 

 

 

「令和元年度広島県臨床検査技師会学術業績者の表彰を受けて」 

中国中央病院 臨床検査科 松田浩明 

 

今回、令和元年度広島県臨床検査技師会学術業績者の表彰を頂きました。このような栄えある賞を頂

けたことは、私にとりましては身に余る光栄に存じます。 

 私は、臨床検査技師の学校を卒業して約 14 年間は関西の病院で働き、2018年度から広島県福山市にあ

る中国中央病院に入職致しました。前職の上司の口癖でもあった「10 回の学会参加より、1回の学会発表」

という言葉を基に、発表や講師など多くの経験をさせて頂きました。私の専門は生理検査、特に心臓や血

管といった循環器領域であり、心エコー図学会や超音波学会など様々な学会や勉強会に参加してきました

が、そこで習得した内容はしばらくの間は覚えているものの、時間が経過するにつれ記憶が曖昧になって

しまします。しかし、これまで行ってきた発表や講義の内容は聴講で得られたものとは違い、10年前の事

 会員表彰 受賞者からの喜びの声 
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であっても鮮明に覚えており、苦労して出したデータやそれに基づいた考察を人前で報告するということ

は本当の知識として私の中に定着しています。振り返ってみると、「10回の学会参加より、1 回の学会発

表」という言葉を素直に信じて取り組んできたからこそ、1 年に 1 回は必ず発表するという私の目標はこ

れまで継続できており、発表力については初めて経験した 22歳のころに比べると、いくらかは成長でき

たのではないかと思います。学会や研修会で聴講することも重要ですが、インプットだけではなく日常の

業務を通して経験した貴重な知見をアウトプットすることで、知識はより身につくのだと実感しています。

幸いにも、当院の羽原技師長は学術に対し熱い思いを持たれており、私にとっても恵まれた環境ですので、

今後も初心を忘れることなく、若手技師の見本となれるよう自己研鑽を行い、学術活動を続けていきたい

と思います。 

 最後に、広島県臨床検査技師会会長 森田益子様をはじめとして関係者の皆様方には心より感謝申し上

げます。広島県臨床検査技師会のさらなるご発展と会員のご健勝、ご活躍を祈念して、お礼の言葉とさせ

て頂きます。 

 

                    

「令和元年度学術奨励者賞を受賞して」 

呉共済病院 佐々木 彩 

 

この度は令和元年度学術奨励者賞という名誉ある賞をいただき、大変嬉しく思っております。学生の頃

に臨床検査総論の授業で一般検査と出会い、尿沈渣で血球や上皮細胞、円柱、結晶など様々な美しい成分

が見られることに感動し、一般検査が好きになりました。その後、就職した呉共済病院では運良く一般検

査の配属となることができました。 

職場の先輩方は学術活動に熱心で学会発表や研修会講師などをされている方が多く、入職した新人はもれ

なく半強制的に（笑）学会発表をさせられたものです。今思えば当院は大変恵まれた環境であり、先輩方

の影響で私も広臨技の臨床一般部門員となり、今日まで学術活動を続けてくることができました。 

当院は大規模な病院と比べると、検体数や珍しい症例は少ないです。しかし、スタッフは皆「日々の些

細な異常を見逃さない」ために努力をしており、小さな気づきが疾患の発見や業務の改善に繋がっていま

す。これからも日々の症例からの勉強を続け、学術活動に貢献していきたいと思います。 

最後に、今回審査していただいた表彰審査委員会の皆様、共に学術活動を行ってきた臨床一般部門員の皆

様、学術活動にご理解とご協力をいただいた職場の皆様に感謝申し上げます。 
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「特別表彰を受賞して」 

熊本保健科学大学 保健学部 医学検査学科 

教授 飯伏 義弘 

 

この度は特別表彰をいただき、誠にありがとうございます。この表彰は、私にとって身に余る栄誉

であるだけでなく、この 39 年を振り返る良い機会となりました。 

私は 1981年に社会保険広島市民病院に採用され、配属されたのは生理検査室でした。実は私は生理

検査があまり得意ではなく、どちらかというと嫌いだったのでがっかりしました。この時に私の上司

だった天野主任が広臨技生理研究班の班長だったので、強制的に班員となりました。 

その後、超音波検査室に配属になり、当時はまだまだ未知の物であった超音波検査に魅了されました。

超音波検査の発展は目覚ましく、学会や研修会の参加はいつも新しい知見を与えてくれ、気が付くと

私自らが講師となっていました。そう言うこともあり、1987年には広臨技生理研究班班長、2002 年

からは日臨技生理検査全国委員、2010年広臨技総合管理研究班班長、2014年からは広臨技副会長と

技師会とは縁の切れることのない 39年間でした。 

その間、研修会や学会、仕事の付き合いの場で数え切れないほど多くの人たちと出会いました。上司

や先輩の諸氏、同輩や後輩の皆さん、そして取引先の方々。たくさんの人たちから多くのことを教わ

り、さまざまな経験をさせてもらいました。今自分があるのは、その人たちのお蔭だと思います。あ

りがとうございました。 

私は、現在、熊本保健大学で学生に生理検査学を教えています。元々、生理検査が苦手な私がこん

なことになるとは、夢にも思っていませんでした。しかし、苦手だったからこそ、学生の理解できな

い箇所はよく分かります。今は新型コロナで遠隔授業の配布資料作成に追われる毎日です。 

最後になりますが、広島県臨床検査技師会の益々の発展を祈念して、私のお礼の言葉とさせて頂きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森田会長と受賞者の皆さん 
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１． 日時  令和 2 年 6月 13日（土） 18:00～19：00 

２．場所  広島市民病 10 階講堂 

３．出席者 森田会長，米田副会長，有谿副会長，尾田副会長，坂田事務局長， 

樫山部長、藤井 部長、小川部長，中島部長、小松（浩）部長， 

竹野理事、楾理事，吉井理事，大塚理事、粟村理事，小松（忠）理事，箕岡理事，和田理事，

桑田理事，桑田理事，宮地理事，柴田理事，梶川理事，永金理事、 

枡本監事，水野監事 

４．欠席者  なし 

５．書記  組織調査部 小松（浩） 

 

議  事 

＜討議事項＞ 

【事務局】 

●下表：広島県臨床検査技師会 令和 2・3 年度 理事  

⇒ 定期総会にて承認後、今理事会において役職・担当の一覧案が配布され，承諾，承認． 

氏名 施設名 2020-2021年度役職 

森田 益子 広島市立安佐市民病院 会長 

米田 登志男 広島赤十字・原爆病院 副会長（組織調査・経理） 

有谿 俊一 済生会呉病院 副会長（広報・事務局） 

尾田 三世 広島大学病院 副会長（学術・渉外法規） 

坂田 菜穂美 広島市立広島市民病院 事務局長（常務理事） 

樫山 誠也 広島大学病院 学術部長（常務理事） 

藤井 珠美 広島市医師会臨床検査センター 経理部長（常務理事） 

小川 和子 県立広島病院 渉外法規部長（常務理事） 

小松 浩基 JA広島総合病院 組織調査部長（常務理事） 

中島 静 広島市立安佐市民病院 広報部長（常務理事） 

竹野  由美子 広島市立広島市民病院 事務局次長 

楾 清美  山陽女子短期大学  西部地区理事/学術副部長  

吉井 恵子 中電病院 経理副部長 

大塚 崇通 吉島病院 渉外法規副部長 

粟村 尚史 県立広島病院 広報副部長/広島地区理事 

小松 忠司 井野口病院 東広島地区理事/組織調査副部長 

箕岡 博 市立三次中央病院 北部地区理事/組織調査副部長 

和田 健一 広島赤十字・原爆病院 広島地区理事 

令和 2 年度 第 2 回理事会議事録 
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●下表：広島県臨床検査技師会 令和 2・3 年度 監事 

  ⇒ 定期総会において承認済み。 

 

 

 

 

 

●下表：広島県臨床検査技師会 令和 2・3 年度 各委員会，学術部門員等一覧 

通算任期２年３期を超える場合，理事会においての承認が必要である旨（要承認）の説明 ⇒ 承認 

【臨床検査データ標準化委員会】     

役職（地区担当） 氏名 所属 通算任期 

委員長 森本隆行 広島大学病院 要承認 

副委員長 渕上浩美 県立広島病院   

副委員長 梶原享子 広島大学病院   

  米田登志男 広島赤十字・原爆病院 要承認 

  奥原俊彦 株式会社福山臨床検査センター 要承認 

  乗船政幸 独立行政法人国立病院機構福山医療センター   

  室暢彰 ＫＫＲ吉島病院 要承認 

  橘南美 中国電力株式会社中電病院   

  松井千尋 県立広島病院   

  丸山恭平 JA広島総合病院   

  井上礼子 県立安芸津病院   

  吉岡麻衣 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   

  重村和政 三次地区医師会臨床検査センター   

  勝部瑶子 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンタ

ー 

  

  河野浩善 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   

  塔村亜貴 広島赤十字・原爆病院 要承認 

  岡田未来依 JA広島総合病院   

桑田 久子 府中市民病院 東部地区理事 

宮地 範光 興生総合病院 東部地区理事 

柴田 淳 呉共共済病院 呉地区理事 

梶川 裕子 マツダ病院 広島地区理事/経理担当 

永金 理恵 JA尾道総合病院  東部地区理事 

氏名 施設名 

 水野 誠士 JA広島総合病院 

 枡本 健 広島市医師会臨床検査センター 
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【精度管理委員会】     

役職（担当分野） 氏名 所属 通算任期 

WG WG候補 施設   

委員長 森本隆行 広島大学病院臨床検査部門 要承認 

生化学・免疫 橘南美 中国電力株式会社中電病院臨床検査科   

輸血 柏原真由 広島大学病院臨床検査部門   

血算 塔村亜貴 広島赤十字・原爆病院輸血部   

血液フォト 岡田卓也 JR広島病院   

一般 荒瀬美幸 JA廣島総合病院   

微生物 池田光泰 JA広島総合病院臨床研究検査科   

病理 束田美加 社会医療法人里仁会興生総合病院臨床検査科   

細胞診 永﨑裕志 広島赤十字・原爆病院   

生理 霜津宏典 厚生連廣島総合病院・臨床研究検査科   

サポート 1 サポート 1候補 施設   

サポート 1委員長 室暢彰 KKR吉島病院 要承認 

サポート 1委員

（生化学・免疫） 

坪内哲 広島赤十字・原爆病院検査部   

サポート 1委員

（輸血） 

藤井明美 県立広島病院臨床研究検査科 要承認 

サポート 1委員

（血液フォト） 

塔村亜貴 広島赤十字・原爆病院輸血部   

サポート 1委員

（一般） 

佐々木彩 呉共済病院 要承認 

サポート 1委員

（微生物） 

長岡里枝 広島大学病院臨床検査部門   

サポート 1委員

（病理） 

竹内まゆみ 呉市医師会臨床検査センター病理検査   

サポート 1委員

（細胞診） 

小林剛 呉共済病院   

サポート 1委員

（生理） 

福間輝行 広島市民病院・臨床検査部生理検査部門   

サポート 2 サポート 2候補 施設   

サポート 2委員

（一般） 

渡邊隆徳 広島市立安佐市民病院臨床検査部血液・一般担当   

サポート 2委員

（微生物） 

木村公重 広島市立広島市民病院臨床検査部   
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【役員推薦委員会】     

役職 業務担当 氏名 通算任期 

委員・広島地区 播野俊江 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院   

委員・広島地区 渕上浩美 県立広島病院   

委員・広島地区 前かをり 広島市医師会臨床検査センター   

委員・呉地区 能美伸太郎 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院   

委員・東広島地区 齊藤香織 社会医療法人千秋会 井野口病院   

委員・東部地区 中宮茂雄 三原赤十字病院   

委員・北部地区 佐藤知義 総合病院庄原赤十字病院   

 

【表彰審査委員会】     

役職 氏名 所属 通算任期 

呉地区 向田直美 福山臨床検査センター呉支所   

北部地区 田川豊政 厚生連吉田総合病院   

東部地区 能宗千帆 福山市民病院   

東広島地区 東由香 西条中央病院   

副会長（渉外法規） 尾田三世 広島大学病院    

常務理事（渉外法規部長） 小川和子 県立広島病院    

理事（渉外法規副部長） 大塚崇通  吉島病院    

 

 

【広報部】       

役職 氏名 所属 通算任期 

担当副会長 有谿俊一 済生会呉病院  

部長 中島静 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市安佐市民病院   

副部長 粟村尚史 県立広島病院  

 加納昭子 広島大学病院  

  本田秋奈 JR広島病院   

  中村有 ＪＡ吉田総合病院   

  池本七生 寺岡記念病院   

  西本彩夏 市立三次中央病院検査科病理   

  森崎敬祐 呉共済病院   

  鍵原碧 広島市立広島市民病院   

  井町海太 JA広島総合病院   

  黒島眞太郎 JR広島病院   

  土橋沙織 広島市立広島市民病院   
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  村田竜也 JA広島総合病院   

  岡田捺美 済生会広島病院   

  髙口貴帆 広島市立安佐市民病院   

  門田有紗 中国中央病院   

  青山奈央子 JA尾道総合病院   

  山根佳純 東広島医療センター   

  岡本真帆 県立広島病院   

 

【生涯教育委員会】     

役職 氏名 所属 通算任期 

担当副会長 尾田三世 広島大学病院    

担当理事 楾清美 山陽女子短期大学    

委員長 吉岡美紅 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   

広島地区責任者 上村慧 広島赤十字・原爆病院   

東部地区責任者 和田栄津子 福山市医師会健康支援センター   

東部地区副責任者 小林さおり 尾道市立市民病院 要承認 

委員（会計） 沖西由衣 広島大学病院   

委員（会計） （新）高津加奈 広島大学病院   

委員 髙木理加 県立広島病院   

委員 （新）佐々木里菜 県立広島病院   

委員 長谷川文香 JA広島総合病院   

委員 （新）北村紀恵 JA広島総合病院   

委員 （新）田中美月 広島赤十字・原爆病院   

委員 （新）簗瀬美穂 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   

委員 （新）田原徳士 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   

 

【情報システム委員会】     

役職 氏名 所属 通算任期 

担当副会長 有谿俊一 済生会呉病院   

担当理事 藤井珠美 広島市医師会臨床検査センター 要承認 

委員長 荒瀬隆司 広島大学病院 要承認 

副委員長 坪内哲 広島赤十字・原爆病院 要承認 

委員 岡山翼 広島赤十字・原爆病院 要承認 

委員 岡田卓也 JR広島病院 要承認 

委員 関未来 厚生連廣島総合病院   

委員 福間輝行 独立地方行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院   
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【広臨技ウエブサイト委員会】     

役職 氏名 所属 通算任期 

委員長 有谿俊一 済生会呉病院   

副委員長 藤井珠美 広島市医師会臨床検査センター   

担当理事 中島静 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市安佐市民病院    

担当理事 樫山誠也 広島大学病院   

担当理事 坂田菜穂美 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   

委員  荒瀬隆司 広島大学病院   

  坪内哲 広島赤十字・原爆病院   

  三舛正志 JA広島総合病院   

 福間輝行 独立地方行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院  

 

【学術誌編集委員会】       

役職 業務担当 氏名 所属 通算任期 

担当副会長   尾田三世  広島大学病院   

委員長 全体総括 樫山誠也  広島大学病院    

副委員長 編集・校正総括 高田愛 厚生連廣島総合病院 要承認 

委員 編集・校正 小川和子 県立広島病院 要承認 

  編集・校正 世良美保 福山医師会健康支援センター 要承認 

  編集・査読統括 宮田直樹 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民

病院 

  

会計 編集・校正 若林絢子 広島赤十字・原爆病院   

  編集・校正 木場由美

子 

広島大学病院   

  編集・校正 木村公重 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 

  

査読委員   山下美香 広島赤十字・原爆病院   

    河野浩善 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 

  

    中島静 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民

病院 

  

    小川勝成 広島大学病院   

    羽原利幸 公立学校共済組合中国中央病院   

    津川和子 広島大学病院   

    藤井明美 県立広島病院   

    樫山誠也 広島大学病院   
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    上田信恵 東広島医療センター   

    森田益子 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民

病院 

  

    若林信浩 広島市水道局   

    渕田比呂

志 

広島赤十字・原爆病院   

    佐々木彩 国家公務員共済組合連合会呉共済病院   

    尾田三世 広島大学病院   

    藤上良寛 福山医師会健康支援センター   

 

【臨床一般部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 渡邊隆徳 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院   

会計担当 原田裕美 広島大学病院   

部門員 山下美香 広島赤十字・原爆病院 要承認 

部門員 徳永裕介 広島赤十字・原爆病院 要承認 

部門員 猪丸祐美子 厚生連ＪＡ廣島総合病院   

部門員 林田理沙 国家公務員共済組合連合会呉共済病院   

 

【生物化学分析部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 丸山恭平 JA広島総合病院   

会計担当 岡本潤 広島市立安佐市民病院   

部門員 重村和政 三次地区医師会臨床検査センター 要承認 

部門員 岡山翼 広島赤十字・原爆病院   

部門員 坪内哲 広島赤十字・原爆病院   

部門員 平田直也 福山市民病院   

部門員 加藤未来 広島市立広島市民病院   

部門員 井爪温子 済生会広島病院   

部門員 佛円尚美 県立広島病院   

 

【輸血細胞治療部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 上村安美 広島赤十字・原爆病院   

会計担当 村田竜也 厚生連廣島総合病院   

部門員 柏原真由 広島大学病院 要承認 
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部門員 関藤真由美 広島市立安佐市民病院   

部門員 白井琢也 広島市立広島市民病院   

部門員 黒島眞太郎 JR広島病院   

 

【臨床微生物部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 池部晃司 厚生連廣島総合病院 要承認 

会計担当 須々井尚子 市立三次中央病院 要承認 

部門員 辻隆弘 庄原赤十字病院 要承認 

部門員 奥田立子 済生会広島病院   

部門員 吉田知子 広島市立安佐市民病院   

部門員 木場由美子 広島大学病院   

部門員 磯崎綱次 福山市民病院   

部門員 山本望 呉市医師会臨床検査センター   

部門員 荒木裕美 広島赤十字・原爆病院   

部門員 野田紗緒里 広島市医師会臨床検査センター   

部門員 津田真莉子 中国労災病院   

部門員 西村多茉美 広島市立広島市民病院   

部門員 今村誠志 社会医療法人社団陽正会寺岡記念病院   

 

【染色体・遺伝子部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 渕田比呂志 広島赤十字・原爆病院   

会計担当 矢内綾佳 広島大学病院輸血細胞療法グループ   

部門員 小松真由美 広島大学病院輸血細胞療法グループ   

 

 

【臨床血液部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 塔村亜貴 広島赤十字・原爆病院   

会計担当 又賀史織 広島市立安佐市民病院   

部門員 西村龍太 広島赤十字・原爆病院   

部門員 坂本美智子 一般社団法人広島市医師会臨床検査センター   

部門員 中村友紀子 広島大学病院   

部門員 宮本一代 公立学校共済組合中国中央病院   

部門員 岡田未来依 広島県厚生農業協同組合連合会 JA広島総合病院   
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部門員 木村充 地方行政法人労働者健康安全機構中国労災病院   

部門員 毎田昇平 広島大学病院   

部門員 河井真子 広島市立広島市民病院   

部門員 原麻美子 県立広島病院   

部門員 河野浩善 広島市立広島市民病院   

 

【生理検査部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 福間輝行 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   

会計担当 梶川裕子 マツダ株式会社マツダ病院   

部門員 中本里美 県立広島病院   

部門員 清水健太 日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院   

部門員 竹田裕美 市立三次中央病院   

部門員 原千花子 JA広島総合病院   

部門員 今澤夏実 JA広島総合病院   

部門員 岡野典子 広島大学病院   

部門員 浅田佳奈 広島大学病院   

部門員 江藤睦 JA広島厚生連吉田総合病院   

部門員 島林健太 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院   

部門員 松田浩明 公立学校共済組合中国中央病院   

 

【病理細胞部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長 永崎裕志 広島赤十字・原爆病院 要承認 

会計担当 道中孝典 中国労災病院 要承認 

部門員 山代翔大 中国中央病院   

部門員 田中幸 広島市医師会臨床検査センター   

部門員 河本涼助 県立広島病院   

部門員 二反田裕美 済生会広島病院   

部門員 相部晴香 尾道総合病院   

部門員 金光寬樹 三原赤十字病院   

部門員 青木 知恵 広島大学病院   

部門員 森智紀 三原医師会病院   

部門員 平田千絢 広島赤十字・原爆病院   

部門員 藤澤宏樹 呉医療センター中国がんセンター   
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【総合管理部門】     

業務担当 氏名 所属 通算任期 

部門長  平田明子 翠清会梶川病院 要承認 

会計担当部門員   藤崎未来 安芸太田病院   

部門員 下村彩乃 広島市立安佐市民病院   

部門員 金子佳恵 広島大学病院   

 

【渉外法規：中島前部長】 

1．表彰規程の変更について 

 表彰規程 第８条の後に，第 9条として，“（被表彰資格）第９条 被表彰者は表彰を受ける年の４月１日に当会の

会員であること．” を追加したい．また，第７条の“永年職務精励者とは，表彰審査委員会の推薦時において当会

会員である者“を削除したい． 

理由：第７条 永年職務精励者とは，表彰審査委員会の推薦時において当会会員である者，となっているが，審査

委員会の開催日が毎年異なるため，基準日を設ける必要があると考える． 

 

☆水野監事より質疑 

上記，第９条を追加条項となると，永年職務精励者だけでなく，表彰区分（1）～（5）学術表彰者，学術奨励者，

功労者，特別表彰者を含む全ての対象者の基準日となるが，その理解で良いのか．また，基準日を４月１日に加え，

上記第 7条の一部削除とすると，今回問題となった永年職務精励者だけ（3月 31日定年退職者や，転勤等で他の県に

移った場合等）でなく，表彰区分（1）～（5）全ての対象者がその基準になるがそれでも良いのか． 

⇒森田会長，中島部長：前年度の３月３１日とした方が良いのではないか． 次回の理事会での継続審議とする． 

 

【その他，質疑等】 

1.柴田理事 定期総会関しての議決権行使に関して，新入会員が，電磁的議決権行使ができなかったとの報告あり． 

⇒坂田事務局長：公文書として開催通知を発行した４月２２日に基準日を設けた．基準日に正会員でない方は書

面・電磁的議決権行使をできない．今後においても，基準日によりリストアップされた議決権行使可能会員の名簿と

共に送付し，その名簿に従い資料の配付をお願いしたい． 

 

2.粟村理事 

 広島地区・西部地区レクリエーションのカープ観戦予定日が 10月 10日となったが，コロナウイルス感染の影響も

あるが，レクリエーションを開催する前提で対応する． 

 

3.柴田理事 

新体制での，ネクストクラウドや理事メールは，すぐに使用できるのか． 

⇒坂田事務局長：準備は完了しているので可能である． 

 

4.桑田理事 
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 東部地区での新入会員オリエンテーションは，今年度は実施せず，来年度にまとめて実施すると東部地区では決定

したが，東部地区以外が実施するのであれば，足並みをそろえる必要性あるがいかがなものか． 

  ⇒今年度は難しいと思われ，中止とする． 

 

 

【森田会長】 

1．一般社団法人広島県臨床検査技師会 70周年記念式典・祝賀会・記念講演の開催について 

コロナウイルス感染の拡大，今後の情勢が不透明であること，日臨技においても今年度の研修会．支部会等は中止

すること，また一般市民を対象とする記念講演は中止するべきではないか等，常務理事会等で討議された． 

記念式典は令和 3年 2月 28日県学会開催前日（27日）に開催する方向である． 

祝賀会については，そのときの状況により判断する． 

記念講演開催は断念する． 

２．今後の研修会等の開催について 

 参加人数を絞る，WEB方式での開催など，3密にならないような方法を考え，開催していきたい．理事からの意見

を頂きたい． 

3．日臨技総会の議決権行使を（6月 19日締め切り），各施設のスタッフにお願いして頂きたい．  

 

                                                        

以上 

 

 

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 ＞ 

 （次号速報の原稿〆切は７月 17日です） 


