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発行者：高　橋　宗　孝一般社団法人 香川県臨床検査技師会

事務局長に就任して
香川県臨床検査技師会 事務局長　山本　直子
（社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院）

　このたび平成28・29年度香川県臨床検査技師会・事務局長を拝命いたしました社医）

大樹会 総合病院回生病院の山本と申します。皆さま、どうぞよろしくお願い致します。

技師会の理事となって4年と少し、大きな力となっていない中で、このような大役をおお

せつかり、ただただ恐縮するとともに、その責任の重大さを痛感しております。現在は

会長・副会長を初め、他の理事の皆様に最大限のご迷惑をおかけしながらも、ご支援や

アドバイスを頂き目の前にある業務を一つ一つこなしていくという日々を過ごしています。

　さて、私が約4年前に理事になって今まで思い続けていることですが、今の技師会が成り立っているのは、会長・

副会長初め、理事・監事の皆様、学術部の運営に携わっている学術部長・副部長初め研究班の班長・副班長の方々

の血の滲むような努力のおかげだということです。私も長く一会員として技師会には所属していましたが、何も

せずとも学会や研修会・イベントなどがきちんと開催され、そのような開催の陰でほんの一部の方が大きな力で

支えているということに恥ずかしながら理事になって初めて気付きました。今では、一部の方の努力に頼りすぎ

てしまっている点が技師会の課題であるとも感じています。今後、臨床検査技師が数多くある医療職種の中でし

っかりとした立場や位置を確保した職種となるには、個々の日々の学術向上や臨床への貢献もあると思いますが、

香川県技師会をより強く、団結力のある団体にする必要もあるかと思います。そのために前述したような方々が

現在も最大限の努力をしてくださっていますが、やはり会員一人ひとりが技師会の方針をしっかり受け止め、積

極的に活動に参加し、活性化していくことが必須だと思います。技師会は大病院から小施設・検査センターやそ

の他企業まで、あるいはベテラン技師から新人技師まで、所属している施設の規模や年齢に関係なく参加しやす

い場、また技師会の発展のための意見や提案をだしやすい場でなければならないと考えます。またそうなるよう

に努力し、幅広く多くの会員の皆様の意見を聞くことが事務局長の責務であると考えています。

　私のことをご存じの方もいらっしゃると思いますが、幸運にも所属している回生病院は施設の規模からいうと

中規模程度、私自身の年齢も40歳前と会員の中でも年齢的には真ん中くらいです。ちょうど立ち位置が真ん中と

いう利点を活かし、会員の皆様から声をかけやすい立場で常にいようと心に決めています。香臨技の発展のため

の提案やお困りのことなどありましたら些細なことでも構いませんので声をかけて下さい。

　最後に、うれしいこと、つらいこと日々様々なことがありますが、私は元プロテニスプレーヤー松岡修造さん

の日めくりカレンダー「毎日、修造」を見てポジティブ思考でいる努力をしています。今後、微力ではあります

が日臨技や香臨技が掲げた方針・目標に向かって運営がスムーズに遂行できるように、また香臨技が皆様にとっ

て参画しやすい場となるように可能な限りのポジティブな精神と努力をもって裏方として支えていく所存です。

ただ、私自身の経験値が浅く、ご不便やご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、そのあたりはご容赦下

されば…と思います。

　会員、および賛助会員の皆様には、今後ともより一層のご支援とご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

＜連絡先＞　住 所 ； 〒762-0007　坂出市室町3丁目5-28

　　　　　   電話・FAX ; 0877-45-6838（臨床検査部直通）

　　　　　   e-mail ; kensa@kaisei.or.jp
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○1 　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

○2 　平成28年度 香川県新入会会員研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  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）

○3 　平成28年度 第1回 血液検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：杉　　理恵 　　　087－811－3333
日　時：平成28年8月20日（土）13：00～16：00
場　所：香川大学医学部　2Ｆ検査室内
内　容：骨髄像の見方　　丸本　浩二（四国中検）、竹内　彰浩（香川大学医学部附属病院）
定　員：10名程度　　　参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

○4 　平成28年度 第2回 生理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：藤本　正和 　　　087－811－3333（内線2633）
日　時：平成28年8月21日（日）10：00～12：00
場　所：ＫＫＲ高松病院
内　容：下肢静脈超音波検査、講義＆ハンズオン　　谷本　泰三（香川県立中央病院）ほか
定　員：60名　　　参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

○5 　平成28年度 第2回 血液検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：杉　　理恵 　　　087－811－3333
日　時：平成28年9月11日（日）14：00～16：00（予定）
場　所：香川大学医学部臨床講義棟（予定）
内　容：凝固異常症例　　西谷　真里（香川大学医学部附属病院）
　　　　メーカー講演 　
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

○6 　平成28年度 四臨協微生物検査研修会
日　時：平成28年9月11日（日）9：00～15：30　（受付9：00～、開会挨拶9：30）
場　所：徳島大学医学部　青藍講堂
内　容：9：40～10:40　【症 例 報 告】
　　　　　1.血液培養からRothia mucilaginosa を検出した1例　　　　　　三浦美奈子（市立宇和島病院）
　　　　　2.尿および血液よりCorynebacterium riegelii が検出された1例　 竹内　香純（済生会松山病院）　
　　　　　3.女児の陰股部分泌物よりNeisseria gonorrhoeae が分離された1症例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本由里香（徳島県立中央病院メディエンス検査室）
　　　　　4.Streptococcus agalactiae による細菌性心外膜炎の1例　　　　 森本　　瞳（近森病院）
　　　　　5.Aerococcus urinae による化膿性脊椎炎の1例　　西村　恵子（四国こどもとおとなの医療センター）
　　　　　6.VREアウトブレイクにおける検査部,ICTの対応　 藤川　栄吏（香川労災病院）　
　　　　10：40～11：00『四国地区における耐性菌分離状況のアンケート報告』中村　一哲（高知赤十字病院）
　　　　11：10～11：50【ミニレクチャー】『IGRAによる結核検査』　　　　　木藤　　孝（株式会社キアゲン）　
　　　　12：00～13：00【ランチョンセミナー】『抗酸菌検査ガイド2016について』永禮　　旬（極東製薬工業株式会社）
　　　　13：10～14：00【教育講演　】『本院でのM. intaracellulare の多発事例について』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東　　桃代（徳島大学病院）　　 
　　　　14：10～15：30【教育講演　】『抗酸菌の感染対策と非結核性抗酸菌症の最近の知見』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田志緒美（独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター）
参加費：2,000円（検査技師で非会員の方は、参加費10,000円）　　　生涯教育研修：専門20点
備　考：別紙案内あり

《研修会のご案内》
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○7 　平成28年度 第3回 生理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：近藤　英俊 　　　087－841－9141

日　時：平成28年9月25日（日）10：00～12：00

場　所：済生会病院

内　容：消化器・消化管超音波検査、講義＆ハンズオン

講　師：香川県技師会・超音波検査技師

定　員：60名　　　参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

○8 　平成28年度 第2回 病理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：長町　健一 　　　087－831－7101

日　時：平成28年10月1日（土）13：00～17：00

場　所：高松赤十字病院　中央診療棟4階会議室　　高松市番町4-1-3　TEL:087-831-7101

内　容：講演１「リンパ球増殖性疾患の臨床と病態」　大西　宏明（高松赤十字病院副院長）　

　　　　講演２「免疫細胞病理学の基礎」　　　　　　舩本　康申（大樹会総合病院回生病院）　

　　　　シンポジウム「悪性リンパ腫診断における病理細胞診検査を考える」

　　　　　　　長町　健一（高松赤十字病院）、虫本　一平（三豊総合病院）、山内　豊子（香川県立中央病院）

参加費：500円　　　生涯教育研修：専門20点

申込み：日臨技ホームページより事前登録を行ってください

備　考：認定病理検査技師の更新単位を申請しています

＊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。

第11回 生物試料分析科学会中四国支部学術集会のご案内
集　　会　　長：多田　達史（香川県立保健医療大学）

集会実行委員長：太田　安彦（香川県立保健医療大学）

日　時：平成28年8月6日（土）13：00～16：30（予定）　（会場入室は12時30分からになります）

会　場：サンポートホール高松　54号会議室　

内　容：日本生物試料分析科学会は、生物試料の科学的分析に関する研究と技術の振興を図る目的で設立

され、中四国支部では平成18年度から支部学術集会を開催しています。

　　　　今回は、特別講演として香川県立保健医療大学教授 樋本 尚志による「亜鉛を標的とした

肝疾患の病態解明」を予定しています。

参加費：1,000円（学生参加者、学生発表者は無料です）

問合先：087－870－1272（直通）
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　暑い夏がやってきます。この時期に食べたいのはスイカですね。
　4000年前のエジプト人が栽培したのが起源と言われており、当時は種だけを食べて
いたそうです。1500年代ごろ日本に伝わってきても、赤い実は気味が悪いとされあま

り食べられてなかったようです。
　毎年、栽培したスイカを夕食後に食べるのが我が家の日課です。最近は、イノシシに食べられて、あまり
育たなくなってきました。でも義母はスイカに網をかけたり、段ボール箱をかぶせたり創意工夫して育てて
います。多少飽きても、義母が丹精込めて作ったので、今年も味わってスイカ食べようと思います。

十川　直美（キナシ大林病院）

香臨技ボランティア活動報告
小林　万代（海部医院）

　平成28年7月10日（日）、「サンサン館みき」にて開催された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」にボランティアとして臨床検査技師4名、香川県立保健医療大学の学生さん8名が参加しま
した。
　検査コーナーでは、看護師さんが問診を行ったあと指尖採血により血糖を測り、検査技師がHbA1cを測定しま
した。来場者に明るくやさしく語りかける看護師さんの様子は、検査技師が検体採取や検査説明を行う際にも見
習うべき姿勢だと思いました。
　午後1時から4時までの来場者数は約110名。会場には検査を待つ方の長い列ができていました。途中、機械の
トラブルで検査を中断せざる負えなくなったときには、「急いでいるので早くしてほしい」「何時になったら検査が
できるのか」「先に来たのに後回しにされた」「段取りが悪い」など、来場者からの様々なクレームを受けました。
　また、検査待ちをされていた方に血圧を測ってもらうと、「今までこんな高い血圧は出たことがない」と言われ、
イライラしているときに血圧を測ることは避けるべきで、血圧計を増やして対応するか、測定のタイミングやリ
ラックスしていただく方法なども考えないといけないと思いました。
　たくさんの方が来られるイベントにはトラブルがつきものです。その際には、相手の話をよく聞いて、ご迷惑
をおかけしたことに対してまず謝ること。あとは誠意をもって対応するしかありません。真摯な態度で接すると、
ほとんどの方がわかってくださり、最後は「ありがとう」と言ってお帰りになられます。
ボランティア活動では様々なことが体験できます。
そして、それらのことは今後の生活や仕事、技師
会活動にも大いに役立つことだと思います。　
　最後に、学生ボランティアの方々にはそれぞれ
の持ち場で精いっぱい役割を果たしていただき、
ありがとうございました。学生生活の良い思い出
となったでしょうか。

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。

　検査と健康展　
　　日　時：平成28年11月13日（日）10：00～16：00　　場　所：サンポート高松　市民ギャラリー
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