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臨検タイムス香川（251号） ２０１６年６月

発行者：高　橋　宗　孝一般社団法人 香川県臨床検査技師会

会 長 就 任 挨 拶
香川県臨床検査技師会 会長　高橋　宗孝（三豊総合病院）

　平成26・27年度に引き続きまして、平成28・29年度 一般社団法人香川県臨床検査技師会長の職を務めさせて

いただくことになりました。平成26年度就任の際は何も分からずにご迷惑をお掛けしたと存じますが会員、賛助

会員の皆様のご援助、ご協力もあり大きなトラブルもなく無事務めることが出来ました。有難うございました。

　平成26・27年度では引き続き精度管理事業、広報・社会貢献活動を実施してきました。平成27年度には臨床検

査技師の業務拡大が実現し、それに伴い香川県において「検体採取に関わる厚生労働省指定講習会」を実施する

ことが決定され、昨年度は4回開催いたしました。また、平成26年度から懸案の「検査説明・相談ができる臨床

検査技師育成講習会」を平成28年2月20日、21日にＫＫＲ高松病院におきまして開催することができました。こ

のような活動が出来ましたのも担当実務委員、関係者の皆様のおかげであります。あらためて厚くお礼申し上げ

ます。

　さて、今回の任期中には新たに二つの事を課題としたいと考えています。一つは、県内の医療機関に共用基準

範囲を浸透させることです。精度管理調査を実施、継続したことにより健診項目等は施設間差が非常に小さくな

りました。さらに基準範囲が施設間で統一されれば、検査結果が共有され医療費の減少や臨床での迅速な診断・

治療につながり香川県民の健康増進に寄与できると考えます。

　二つ目は、平成30年に香川において開催される中四国支部医学検査学

会の準備をすること。この二つをこれまでの活動に加えて進めていきた

いと考えております。

　香川県臨床検査技師会活動において学術的な活動をすることはもちろ

んですが、社会的な活動をすることは重要です。それにより臨床検査技師、

臨床検査技師会の認知度、存在意義を高めることができます。そのため

には、これからも会員、賛助会員の皆様のご協力が不可欠となります。

引き続き多くの方々のご支援をお願い致しまして就任の挨拶とさせてい

ただきます。

平成28年度 第2回 理事会議事録
日　時：平成28年5月18日（水）19：00～21：00

場　所：キナシ大林病院　3階会議室

出席者：高橋、宮川、荒井、泉宮、横内、小林、唐木、平内、松村、香川、太田、高杉、森本、多田、山本、時岡

欠席者：小原、安毛

議　題：1) 研究班班長・副班長の変更について

　　　　2) 理事会旅費計算方法について

　　　　3）平成28年度の活動計画について

　　　　4) その他
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議事1） 研究班班長・副班長の変更について

横内学術部長より資料をもとに説明。【資料タイトル；平成28年度研究班長、副班長】

今回の班長・副班長は、平成30年に香川県で開催される中四国支部医学検査学会の責任者として活動す

るということを念頭に置いて検討を行うとの会長の意向を踏まえた上で検討。

検討の結果、

　　　　　◆変更案について概ね承認が得られたが、一部再検討を指示。

　　　　　◆一般検査研究班の副班長を2名体制にすることについて、一般検査研究班と公衆衛生研究班を合併し

たという経緯もあることから、副班長を一般検査担当と公衆衛生担当の2名にすることと、もう一人

の副班長の候補者として提案されたキナシ大林病院　中川妙子氏にすることで承認。

　　　　今回の検討結果を6/7(火)に開催される学術部会に提示し最終決定とする。

議事2） 理事会旅費計算方法について

　　　　高橋会長より資料をもとに説明。【資料タイトル；旅費計算方法（香川県内）】

　　　　　◆今回提案された旅費計算方法（ナビを距離優先に設定し、各施設から開催場所までを距離検索して

算出）で承認。

　　　　　◆学術部会・精度管理委員会にもこの計算方法を適応してもよいが、各出席者が所属している施設か

ら会議の開催場所までの距離は計算し直すことを指示。

議事3） 平成28年度の活動計画について

　　　　○香臨技公益事業の県民健康保険事業（検査と健康展）の開催と精度管理事業の実施について

　　　　　日本医学検査学会、中四国支部医学検査学会など他行事と重ならないように日程調整する。

　　　　○新人研修会の開催について

　　　　　例年は7月開催だが、今年は選挙と重なるため8月へずらすことも検討。

　　　　○検体採取講習会（8/6-8/7及び12/3-12/4開催）

　　　　　今年度はあと2回実施、この2回の手伝い要員を理事・監事も担当、また受講者にも数名手伝いを依頼

予定。

　　　　○「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」の開催について

　　　　　12/10-12/11または12/17-12/18の開催で検討中。

議事4） その他 

　　　　○部門委員の交代について

　　　　　◆大腸癌部門

　　　　　　現委員より交代の希望がでているため、会長が後任の人選を行う。

　　　　　◆子宮癌部門

　　　　　　将来的に委員の交代が予想されるため、人選の準備をしておく必要あり。

　　　　○中四国研修会開催案内の会員への伝達について

　　　　　中四国研修会はwebからの申し込みなので基本日臨技のホームページを確認してもらうことに変わり

はないが、香臨技全会員へ公平に周知するという観点から、今年度より中四国研修会についても研修

会名・開催県・定員など最低限の情報を一文程度で臨検タイムスに掲載する。　　

　　　　○香臨技ホームページ(HP)について

　　　　　現HPは、更新もほぼされておらず活用できていない。今後HPをより活用しやすいものとするために

刷新は必要だが、まずは初期投資及び維持にいくら費用がかかるか、取り扱いメーカーなど情報を仕

入れる。



○1 　四臨協 平成28年度 第1回 血液検査研究班研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  担当：徳島県臨床検査技師会 血液検査研究班
日　時：平成28年7月2日（土）14：50～17：40、3日（日）9：45～15：30

場　所：徳島大学病院　日亜ホール　White （外来診療棟5階）

　　　　〒770-8503　徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1 　TEL: 088-631-3111

内　容：7月2日（土）初任者研修会ナイトセミナー「末梢血編」

　　　　7月3日（日）四臨協　平成28年度　第1回　血液検査研究班研修会

　　　　　四国血液検査研究班事業　血液形態サーベイ報告

　　　　　ブリストル・マイヤーズ株式会社　共催　講演会

　　　　　教育講演　「演題未定（薬の作用と臨床検査）」　

　　　　　　　　　　岡田　直人

　　　　　　　　　　（徳島大学大学院医歯薬学研究部　臨床薬学実務教育学分野　徳島大学病院　薬剤部）　

　　　　　特別講演　「演題未定（多発性骨髄腫について）」

　　　　　　　　　　尾崎　修治（徳島県立中央病院　血液内科部長）

参加費：ナイトセミナーのみ2,000円（テキスト含む）、研修会のみ3,000円（テキスト含む）

　　　　ナイトセミナーと研修会4,000円、テキストの別途販売1,000円、懇親会5,000円程度（予定）

申込先：藤村　一成（三豊総合病院　中央検査科）

備　考：受付は終了しました

○2 　香臨技 第1回 輸血研修会　　　 連絡責任者：徳住　美鈴 　　　087－831－7101　内線8307

日　時：平成28年7月2日（土）14：30～17：00（受付開始　14:00より）

場　所：高松赤十字病院　中央診療棟４階　西会議室

内　容：「基礎からの輸血」

　　　　　1）コメディカルのための輸血講座　　　横倉　繁行（香川大学医学部附属病院 輸血部副部長 血液内科）

　　　　　2）血液製剤の基礎　　　　　　　　　　小河　敏伸（香川県赤十字血液センター）

　　　　　3）当院での輸血検査業務の現状と課題　平岡希実子（四国こどもとおとなの医療センター）

参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

備　考：お車の方は、患者用駐車場にとめて、駐車券を持って会場にお越しください。

○3 　平成28年度 第1回 四臨協 生理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：三崎　美江 　　　087－868－1551

日　時：平成28年7月3日（日）10：00～15：30　(受付 9：00～)

場　所：社会医療法人財団大樹会　総合病院　回生病院　新館5階 講堂　 香川県坂出市室町3丁目5番28号

　　　　　＊前回までの開催場所と異なります。ご注意ください。

内　容： 講演1：病理像とエコー画像の対比 1（肝臓）　   市原　　真（JA北海道厚生連　札幌厚生病院）

　　　： 講演2：病理像とエコー画像の対比 2（消化管）　市原　　真（JA北海道厚生連　札幌厚生病院）

　　　： 講演3：救急疾患の身体所見、検査データ　　　　黒田　康弘（香川大学医学部附属病院）

　　　： 講演4：心電図から読み取れる疾患・情報と他の検査モダリティについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川　浩一（はせ川内科循環器科医院）

参加費 ：全日（弁当代含む）￥3,000、午前半日（弁当なし）￥2,000     

定　員： 200名　　　生涯教育研修 ： 専門20点

備　考：受付は終了しました

《研修会のご案内》
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○4 　平成28年度 日臨技中四国支部輸血伝達講習会
　　　　　　　　　　　　　　　　  主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会中四国支部
日　時：平成28年7月16日（土）13：00～17：30、7月17日（日）9：00～16：00

場　所：愛媛大学医学部　　〒791-0295　愛媛県東温市志津川454

　　　　（講義）臨床第1講義室、（実技）機能系実習室1

内　容：テーマ「輸血検査の初級者への指導と指導技術の標準化に向けて」

　　　　コース1、初級者への指導者育成コース

各施設において、指導的立場として本指定講習会で学んだ輸血検査の基礎的知識ならびに技

術の普及に寄与していただける会員

　　　　　　　2、初級者コース　　　輸血検査の基礎的知識ならびに技術を習得したい輸血検査初級者の会員

定　員：先着60名（1日目講義のみの募集はありませんが、無料で受講が可能です（テキスト配布はありません））

対　象：（一社）日本臨床衛生検査技師会　中四国支部会員（非日臨技会員の講義のみ参加は可能）

参加費：1）2日間（講義+実技）5,000円（2日目の弁当代は別途徴収します）

　　　　2）1日目の講義のみの参加は、日臨技会員は無料、非日臨技会員は1,000円

生涯教育研修：専門30点（1日目の講義のみ参加ではつきません）

事務局：〒791-0295　愛媛県東温市志津川454　　愛媛大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部　土居　靖和

備　考：受付は終了しました

○5 　平成28年度 血液検査・小施設合同研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：杉　　理恵 　　　087－811－3333

日　時：平成28年７月31日（日）10：00～12：00

場　所：香川大学医学部　２Ｆ検査室内

内　容：末梢血液像の見方（メイギムザ染色など）　竹内　彰浩（香川大学医学部附属病院）

参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

○6 　平成28年度 香川県新入会会員研修会会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：高橋　宗孝 　　　0875－52－3366

日　時：平成28年7月31日（日）14：00～

場　所：サンポート高松　55会議室

対　象：本年度入会された方、入会予定の方、再入会の方をはじめ、すべての会員が対象です。

参加費：無料　　　生涯教育研修：基礎20点

備　考：気軽な雰囲気・服装で行う研修会です。会員としての必要な知識を是非この機会に習得してください。

　　　　研修会終了後、新人歓迎会を兼ねて17：30よりJRホテルクレメントにてビアパーティを開催いたします。

　　　　＊別途申込み必要（新入会・再入会会員の参加費は無料です）

＊研修会の参加には、会員証を必ず御持参ください。

　　注．検査技師免許取得の方で非会員の場合は、参加費として5,000円を頂きます。（四臨協は、10,000円）
　　　　尚、学生は無料。他職種の方は、会員と同額です。

中国地区の研修会については、日臨技ホームページをご参照下さい。



－5－

平成28・29年度 香川県臨床検査技師会研究班班長および副班長
役　　　　　　　職 氏　名 所　　　　　属

学術部長

　　副部長

事務局・会計

病理細胞診　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

臨 床 化 学　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

輸 血 検 査　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

微　生　物　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

血 液 検 査　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

免 疫 血 清　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

情報システム　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

遺伝子・染色体検査　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

生 理 検 査　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長（神経生理）

　　　　　　　　　　　副班長（呼吸循環）

　　　　　　　　　　　副班長（画像）

一 般 検 査　　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長（公衆衛生）

　　　　　　　　　　　副班長（一般）

小施設分科会　　　　　班長

　　　　　　　　　　　副班長

管理運営部門　　　　　学術部長　兼任

　　　　　　　　　　　学術副部長　兼任

ＫＫＲ高松病院

高松赤十字病院

ＫＫＲ高松病院

高松赤十字病院

三豊総合病院

滝宮総合病院

三豊総合病院

高松赤十字病院

香川大学医学部附属病院

四国こどもとおとなの医療センター

香川労災病院

香川県立中央病院

オリーブ高松ブランチラボ

ＫＫＲ高松病院四国中検ラボ

高松市民病院

オリーブ高松ブランチラボ

四国こどもとおとなの医療センター

香川県立保健医療大学

香川県済生会病院

屋島総合病院

ＫＫＲ高松病院

香川県立中央病院

四国こどもとおとなの医療センター

香川県環境保健研究センター

キナシ大林病院

さぬき市民病院

宇多津病院

ＫＫＲ高松病院

高松赤十字病院

横内美和子

長町　健一

岡　　尚代

長町　健一

虫本　一平

香西　宣秀

井川加奈子

徳住　美鈴

伊関喜久男

西村　恵子

藤川　栄吏

杉　　理恵

細川　真誠

谷本　光章

棚田佳代子

熊野　雅英

未定

南原しずえ

大星　　航

三崎　美江

近藤　英俊

長田　　剛

藤本　正和

永田　啓代

羽座　重男

中川　妙子

小原　浩司

藤澤　千絵

横内美和子

長町　健一
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 平成28年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会（第49回）
会　期：平成28年11月26日（土）・27日（日）／ 会場：高知市文化プラザかるぽーと 他

学会長：小倉　克巳（一般社団法人 高知県臨床検査技師会 会長・高知大学医学部附属病院）

土佐からの新風「～ 砕考・再構・最高（さいこう・サイコー・Bravo）～」

　4月中旬に開催された検体採取等に関する講習会を受講してきました。2日間みっちり

の講習はさすがに疲れましたが、運良く最後の実演者に選ばれ、個人的には達成感に包ま

れて終えることができました。会場ホールからは高松港が臨まれ、瀬戸内国際芸術祭の会期中ということも

ありフェリー乗り場がとてもにぎわっていました。そこで、思い立って翌週は女木島に出掛けました。街中

の喧噪を離れ、静かにのんびり過ごせてとても良い息抜きになりました。

　毎日仕事に全力投球は疲れます。リフレッシュの大切さを改めて感じた1日でした。

山口　航（香川県立保健医療大学）

香臨技 ビアパーティ開催のお知らせ
日　時：平成28年7月31日（日）17：30～

場　所：JR ホテルクレメント高松　

参加費：2,000円（新入会・再入会会員は無料）

申込先：唐木　孝雄（KKR高松病院内　四国中検ラボ）

　　　　TEL 087-816-1301    FAX 087-835-8365　　メールアドレス kkr-karaki@s-cyuken.co.jp

備　考：皆様多数のご参加をお待ちしています。みんな一緒に、食べて飲んで、話して笑って過ごしましょう！

ボランティアスタッフ募集のお知らせ
下記のイベントについてのボランティアを募集いたします。ご協力お願いいたします。

問合先：小林　万代（海部医院）　TEL 087-843-3666　Eメール kobaboobu0128@hotmail.co.jp

　香川大学 三木サテライトセミナー「まんでがん生活習慣病予防改善講座」　
　　日　時：平成28年7月10日（日）13：00～16：00　　 場　所：サンサン館みき

　　＊血圧、血糖、HbA1c測定、および来場者の誘導など

　香川県立保健医療大学 大学祭　
　　日　時：平成28年10月22日（土）10：00～16：00　　場　所：香川県立保健医療大学

　　＊臨床検査や技師紹介のための展示・体験コーナー、簡単な検査も実施する予定です。
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