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臨検タイムス香川（262号） ２０１７年５月

発行者：高　橋　宗　孝一般社団法人 香川県臨床検査技師会

日　　時；2017年4月20日（木）19：00～19：40

場　　所；キナシ大林病院　3階会議室

出 席 者；高橋、荒井、宮川、泉宮、横内、小林、唐木、松村、平内、香川、太田、高杉、森本、多田、山本、

　　　　　時岡

欠 席 者；小原、安毛

議事内容；１．平成28年度公益目的支出計画実施報告書について

　　　　　２．第41回香川県医学検査学会について

　　　　　３．平成29年度新（再）入会会員研修会について

　　　　　４．検体採取講習会について

　　　　　５．研究班の収支管理について

　　　　　６．その他

議事１．平成28年度公益目的支出計画実施報告書について

県に提出する実施報告書（案）が会長より提示され理事会で承認された。4/23（日）に開催する香臨技

の定時総会で会員の承認を得る。

議事２．第41回香川県医学検査学会について

　　　　　予定通り4/23（日）9：00より香川大学医学部附属病院臨床講義棟2階で開催する。

議事３．平成29年度新（再）入会会員研修会について

開催の候補日・場所としては7/23（日）香川県社会福祉総合センターと7/30（日）サンポートホール高

松が挙がっているが、まだ決定していない。

議事４．検体採取講習会について

今年度は9/23（土）-24（日）と12/9（土）-10（日）の2回開催する。予備のテキストが技師会館に届いて

いる。 

議事５．研究班の収支管理について

今年度より各研究班の収入は全て香臨技に入れ､経費は領収書の提出と引き換えに香臨技より支払う

流れになったのでルールの遵守・徹底をお願いしたい。　

議事６．その他

　　　　　◆香川プライマリ・ケア研究会講演会について

前回開催時は三豊総合病院から1題発表した。今年度も一般演題の募集案内が来ると思うのでどこ

かの施設から1題登録してほしい。開催日は9/3（日）で抄録の締め切りは例年夏くらい。また、今年

度の日本プライマリケア学会は5/13（土）-14（日）サンポートホール高松で開催される。日臨技にお

いても在宅に今後踏み込む予定なので、関わりを持って行きたい。

　　　　　◆かがわ糖尿病療養指導士について

かがわ糖尿病療養指導士は、日本における糖尿病療養指導士の資格取得のハードルが高く、維持が

大変という中で、もう少し活動・維持のしやすいものになるように三豊地区で始めたことを香川県

全体に広めようというもの。

今回それに伴い、香川県糖尿病対策推進会議が発足したので役員として多田監事（香川県立保健医

療大学）を推薦した。

⇒多田監事より報告

第1回委員会が4/13（木）に開催された。内容は会の趣旨や地域で糖尿病療養指導士を認定していく

こと、かがわ糖尿病療養指導士の資格取得の必須条件として糖尿病協会への入会が必要なこと、制

度要綱やアンケートなどの説明であった。第2回委員会は6/29（木）に開催予定でそこへ技師会とし

ての意見を持って行く。技師会の意見を出すにあたり、実際，糖尿病療養指導士の資格を持って活

動している技師にも認定資格の取得要件や更新についての意見を聞きたい。地域での認定が動いて

いるということを会員に知ってもらうことがまず重要だと考えている。

平成29年度 第1回 理事会議事録



①　平成29年度 一般検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：永田　啓代 　 ☎ 0877－62－1000
日　時：平成29年6月9日（金）　19：00～20：30
場　所：キナシ大林病院　3階会議室
内　容：尿中の異型細胞について　　　片倉　和哉（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29年度 第1回 輸血検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：徳住　美鈴 　 ☎ 087－831－7101（内線8307）
日　時：平成29年6月10日（土）　14：00~16：00
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
内　容：１）輸血検査の基礎（仮）　　小黒　博之（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）
　　　　２）血液製剤の基礎　　　　　小河　敏伸（香川県赤十字血液センター）
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点
備　考：駐車場が狭いため、乗り合わせてお越しください。
　　　　立体駐車場が満車の場合は近隣の駐車場をご利用下さい。

③　平成29年度 第1回 生理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：宮崎　朋美 　 ☎ 087－831－7101
日　時：平成29年6月11日（日）　10：00~12：00
場　所：高松赤十字病院　中央診療棟4階　東西会議室
内　容：「経食道心エコー検査を日常臨床に活かす」
　　　　　・弁膜症の診断について
　　　　　・外科手術時及びStructural Heart Disease Interventionへの応用
講　師：宮崎　晋一郎（高松赤十字病院　第三循環器科副部長）
参加費：200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

④　平成29年度 第1回 病理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：長町　健一 　 ☎ 087－831－7101
日　時：平成29年6月24日（土）　14：00~17：00
場　所：高松赤十字病院　管理棟1階中会議室　高松市番町4-1-3　TEL:087-831-7101
内　容：１）平成28年度日臨技精度管理（病理，細胞診）の解説
　　　　　　　　　　　　　　　　虫本　一平（三豊総合病院），長町　健一（高松赤十字病院）
　　　　２）新しい凍結標本作製法について（講義と実習）　　　片倉　和哉（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

⑤　平成29年度 第1回 免疫血清検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：谷本　光章 　 ☎ 087－816－1301
日　時：平成29年7月6日（木）　19：00~20：30（予定）
場　所：キナシ大林病院　３階会議室
内　容：甲状腺マーカーについて（仮） ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

⑥　平成29年度 血液検査研究班研修会　  主催：愛媛県臨床検査技師会　血液検査研究班
日　時：平成29年7月8日（土），9日（日）
場　所：愛媛大学医学部　臨床講義棟２階　記念講堂
内　容：7/8初心者研修会ナイトセミナー「骨髄編」　　　7/9血液形態サーベイ報告，特別講演
備　考：詳細および申し込みは後日送付の別紙にてお願いします。

＊研修会の参加には、会員証を必ず御持参ください。

　注．臨床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。

研修会については、香臨技、および日臨技ホームページをご参照下さい。
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《研修会のご案内》
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第41回 香川県医学検査学会開催される
　平成29年4月23日（日）、香川大学医学部 臨床講義棟2階にて、第41回香川県医学検査学会が開催されました。

テーマは、「感染症にそなえる ～検査室の役割・検査技師の使命～」で、一般演題14題と教育講演として、香

川県立中央病院の横田 恭子先生による「新興・再興感染症に備える～多剤耐性菌から輸入感染症まで～」の講演

がありました。パネルディスカッションでは、各部門から感染症に対する取り組みが紹介されました。

　定時総会のあと、香川県臨床検査技師会永年会員表彰（今年度受賞者は10名）が行われ、代表で香川県立保健

医療大学の太田 安彦さんが高橋会長から賞状と記念品を受けられました。

平成29年度 定時総会議事録
開 催 日 時：平成29年4月23日（日）11：30～12：00
開 催 場 所：香川大学医学部　臨床講義棟２階　香川県木田郡三木町池戸1750－1
出席会員数：正会員総数  653名中、出席者　160名　　有効委任状総数　346名
出 席 理 事：高橋 宗孝、宮川 朱美、荒井 　健、山本 直子、泉宮 　剛、横内 美和子、唐木 孝雄、小林 万代、
　　　　　　小原 浩司、松村 孝雄、森本 弘美、太田 安彦、香川 昭博、平内 美仁、高杉 淑子
出 席 監 事：安毛 　浩　多田 達史
議　　　長：長町 健一（高松赤十字病院）  副議長：　杉　 理恵（香川県立中央病院）
書　　　記：永田 啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、虫本 一平（三豊総合病院）
議事録署名人：福島 優介（香川大学医学部附属病院）、髙橋 祐香（香川大学医学部附属病院）

議長が決定するまで山本事務局長が進行を務めた。

１．開会の辞
　　宮川副会長が「開会の辞」を述べた。
２．会長挨拶
　　高橋会長が挨拶を行った。
３．議長、副議長選出

議長の選出については執行部推薦に同意がされ、長町 健一氏（高松赤十字病院）、杉　理恵氏（香川県立中
央病院）を提案し承認された。

４．議長挨拶
両氏は議長席に着き、就任挨拶し、本日の総会は定款第18条、第20条および第21条に基づき定款所定数を
満たしたので、成立したと宣言し、次の者を書記及び議事録署名人に指名した。

　　（1）書記　２名　永田 啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、虫本 一平（三豊総合病院）
　　（2）議事録署名人　２名　福島 優介（香川大学医学部附属病院）、髙橋 祐香（香川大学医学部附属病院）
５．議案審議
　　第１号議案　　　平成28年度事業報告について
　　平成28年度事業の総括を高橋会長より報告があった。
　　総括
　　１）平成28年度は「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を３回開催した。
　　２）平成28年度第40回香川県医学検査学会を平成28年4月24日香川県立保健医療大学で開催した。
　　３）新（再）入会研修会を平成28年7月31日サンポート高松において開催した。
　　４）「検査と健康展」を２回開催した。
　　５）香川県より委託された香川県精度管理調査を平成28年11月9日に実施した。
　　６）親睦ビアパーティをJRホテルクレメントにて開催した。

　　山本事務局長より事務局報告があった。
　　　事務局報告

（教育講演・横田 恭子先生（前列左）） （香臨技永年会員表彰・太田 安彦さん）
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開 催 日 時：平成29年4月23日（日）11：30～12：00
開 催 場 所：香川大学医学部　臨床講義棟２階　香川県木田郡三木町池戸1750－1
出席会員数：正会員総数  653名中、出席者　160名　　有効委任状総数　346名
出 席 理 事：高橋 宗孝、宮川 朱美、荒井 　健、山本 直子、泉宮 　剛、横内 美和子、唐木 孝雄、小林 万代、
　　　　　　小原 浩司、松村 孝雄、森本 弘美、太田 安彦、香川 昭博、平内 美仁、高杉 淑子
出 席 監 事：安毛 　浩　多田 達史
議　　　長：長町 健一（高松赤十字病院）  副議長：　杉　 理恵（香川県立中央病院）
書　　　記：永田 啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、虫本 一平（三豊総合病院）
議事録署名人：福島 優介（香川大学医学部附属病院）、髙橋 祐香（香川大学医学部附属病院）

議長が決定するまで山本事務局長が進行を務めた。

１．開会の辞
　　宮川副会長が「開会の辞」を述べた。
２．会長挨拶
　　高橋会長が挨拶を行った。
３．議長、副議長選出

議長の選出については執行部推薦に同意がされ、長町 健一氏（高松赤十字病院）、杉　理恵氏（香川県立中
央病院）を提案し承認された。

４．議長挨拶
両氏は議長席に着き、就任挨拶し、本日の総会は定款第18条、第20条および第21条に基づき定款所定数を
満たしたので、成立したと宣言し、次の者を書記及び議事録署名人に指名した。

　　（1）書記　２名　永田 啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、虫本 一平（三豊総合病院）
　　（2）議事録署名人　２名　福島 優介（香川大学医学部附属病院）、髙橋 祐香（香川大学医学部附属病院）
５．議案審議
　　第１号議案　　　平成28年度事業報告について
　　平成28年度事業の総括を高橋会長より報告があった。
　　総括
　　１）平成28年度は「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を３回開催した。
　　２）平成28年度第40回香川県医学検査学会を平成28年4月24日香川県立保健医療大学で開催した。
　　３）新（再）入会研修会を平成28年7月31日サンポート高松において開催した。
　　４）「検査と健康展」を２回開催した。
　　５）香川県より委託された香川県精度管理調査を平成28年11月9日に実施した。
　　６）親睦ビアパーティをJRホテルクレメントにて開催した。

　　山本事務局長より事務局報告があった。
　　　事務局報告

　　　１）平成28年度定時総会を平成28年4月24日に香川県立保健医療大学　講義棟3階大講義室で開催した。
　　　２）平成28年度香川県臨床検査技師会理事会を6回開催した。（3月に追加開催）
　　　３）平成28年度　日臨技主催「検査と健康展」を平成28年11月13日サンポートホール高松ホール棟１階

市民ギャラリーにおいて臨床検査専門医会医師2名のご協力のもと開催した。
　　　４）「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」が松村理事を責任者として平成29年2月25日・

26日高松赤十字病院研修センター２階研修室において開催した。

　　横内学術部長より学術部会報告があった。
　　　学術報告
　　　１）平成28年度第40回香川県医学検査学会を平成28年4月24日に香川県立保健医療大学　講義棟3階大講

義室で開催した。学会テーマは「診療の最前線と臨床検査」。
　　　２）学術誌発行
　　　　　Vol.30 No1 2016 第40回香川県医学検査特集号（平成28年4月1日発行）
　　　　　Vol.30 No2 2016 香川県臨床検査技師会誌（平成28年12月31日発行）
　　　３）学術部会を４回開催した。
　　　４）平成28年度香川県臨床検査技師会　新（再）入会研修会を学術部主催研修会として平成28年7月31日

サンポート高松　第55会議室で開催した。
　　　５）平成28年度より、一般検査研究班は公衆衛生研究班と合併し、名称は一般検査研究班として運営する

ことになった。

　　小林広報部長より広報部報告があった。
　　　広報活動報告
　　　１）広報誌「臨検タイムス香川」の編集と発行を12回行った。
　　　２）ボランティア活動として平成28年7月10日「サンサン館みき」において「まんでがん生活習慣予防改

善講座」に参加協力を行った。
　　　３）香川県臨床検査技師会主催「検査と健康展」を平成28年10月22日香川県立保健医療大学講義棟201講

義室において開催した。健康チェック、検査説明、検査体験コーナー、パンフレット配布による予
防、健康増進活動を行った。

　　　４）平成29年3月26日に高松丸亀町商店街にてボディバンクのイベントに参加した。

　　唐木福祉部長より福祉部報告があった。
　　　福祉部報告
　　　１）香臨技ホームページの掲示板を利用した求人・求職活動を行った。
　　　　　技師会ホームページの活用をもっとお願いしたい。
　　　２）平成28年7月31日香川県臨床検査技師会親睦会を新（再）入会研修会のあと受講した新入会員を含め

JRホテルクレメント高松において開催した。（レクレーション委員会）

　　宮川精度管理委員長より精度管理委員会報告があった。
　　　精度管理委員会
　　　１）外部精度管理実施項目
　　　　　臨床化学検査部門（26項目）、血液検査部門（血球算定　末梢血塗抹標本作製および白血球分類）、
　　　　　輸血部門（血液型判定　不規則性抗体検査）、一般検査部門（尿沈渣フォトサーベイ）、
　　　　　生理検査部門（心電図・呼吸機能・眼底・心臓超音波・頸動脈超音波・腹部超音波検査問題）、 
　　　　　微生物検査部門（微生物関連フォトサーベイ）、病理細胞検査部門（組織標本の染色サーベイ）
　　　２）参加施設88施設（案内状送付129施設）
　　　３）外部精度管理調査実施タイムスケジュール
　　　　　案内状送付：平成28年9月14日、資料発送：平成28年11月9日
　　　　　結 果 回 収：平成28年11月18日、報告書発送：平成29年2月17日
　　　４）香川県精度管理研修会が平成29年3月26日香川県社会福祉総合センター７階において開催された。

　　第２号議案　　平成28年度決算報告について
　　　泉宮経理部長より、別紙決算報告書につき、決算報告を行った。

　　第３号議案　　平成28年度監査報告について
多田監事より3月7日に多田監事、安毛監事両名により監査が行われ、会計、各種帳簿及び各附属明細書は
いずれも適正かつ正確なものと認められ、平成28年度の事業は適正に遂行された旨が報告された。

　　第４号議案　　平成28年度公益目的支出計画の実施報告書の承認について
　　　公益目的支出計画の実施報告書の内容、県への提出について高橋会長が説明を行った。

議長より第１号議案から第４号議案までの質問事項を受け付ける旨の発言があったが、質疑応答はなく、
採決が行われた。

　第１号議案　平成28年度事業報告について
　第２号議案　平成28年度決算報告について
　第３号議案　平成28年度監査報告について
　第４号議案　平成28年度公益目的支出計画実施報告書

　上記内容の採決が行われ、拍手多数により報告通り、上記議案につき承認された。
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　　第５号議案　　平成29年度事業計画案について
　　　高橋会長より平成29年度事業計画案が説明された。
　　　１）平成29年度は「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を２回開催予定である。
　　　２）平成29年度も「検査と健康展」等、臨床検査普及活動、県民健康増進活動を開催予定である。
　　　３）共用基準範囲の普及をさらに広めていきたい。
　　　４）引き続き会報発行（臨検タイムス香川）、技師会誌発行、研修会活動、精度管理調査を行う予定であ

る。
　　　５）平成30年11月に香川県で開催予定である平成30年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学

会の準備を進めていく予定である。また、香臨技ホームページも学会に向けて一新したい。
　　横内学術部長より
　　　１）各研究班の合併については理事会にかけ決定する。
　　　２）四国臨床検査協議会について平成29年5月に最終決定する予定であるが四国地区を対象とした研修会

は今後も続けていく予定である。その場合の各県の周知は研究班長が中心となって行う。
　　　３）輸血研究班の班長育成を目的として副班長２名体制とした。

　　第６号議案　　平成29年度予算案について　
泉宮経理部長より平成29年度予算案が説明され、平成29年度予算は平成28年度予算と大きく変わらない
旨が説明された

　　　　　　
議長より第５号議案から第６号議案までの質問事項を受け付ける旨の発言があり　滝宮総合病院　田村会
員より質問があった。

　　滝宮総合病院　田村会員
　　　● 香川県臨床検査技師会でのメーカー共催の研修会開催は可能かどうか。
　　　● 四国での研修会を行うことは可能か？
　　　● 四国４県への案内は、研究班班長が各県へ連絡する体制を整えてほしい。

　　横内学術部長
　　　● 共催は可能、メーカー主催は香臨技研修会としては認められない。この場合、会計報告等をしっかりと

してください。
　　　● 県研修会として計画して、四国4県に案内することになる。

　　第５号議案　　平成29年度事業計画案について
　　第６号議案　　平成29年度予算案について　

　　拍手による採決の結果、拍手多数により提案通り、上記議案につき承認された。

６．一般社団法人香川県臨床検査技師会表彰式
　　一般社団法人香川県臨床検査技師会20年永年会員表彰を行った。
　　山本事務局長が進行を務めた。

　受賞対象者10名の名前が読み上げられたあと、代表者として香川県立保健医療大学　太田安彦氏が高橋会長
から表彰された。

７．総会役員解任
　　議長から総会役員解任の宣言がされ、長町議長から退任の挨拶があった。

　　ここからは山本事務局長が進行を務めた。

８．閉会の辞　　　
　　荒井副会長が「閉会の辞」を述べて平成29年度定時総会が閉会した。

　　以上の決議内容を確認し、議長、副議長、議事録署名人2名及び理事代表者が記名押印する。

　　　　　　　平成29年4月23日

　　　　　　　一般社団法人　香川県臨床検査技師会　定時総会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　長町　健一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副　 議 　長　　杉　　理恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人   　 福島　優介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　髙橋　祐香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　長　　高橋　宗孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副　 会 　長　　宮川　朱美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副　 会 　長　　荒井　　健

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 務 局 長　　山本　直子
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荒井　　健（香川大学医学部附属病院）

　平成30年11月24日（土）25日（日）の2日間，日臨技中四国支部医学検査学会をサンポートホール高松で開催す

る予定になっています。3月13日に第1回準備委員会が開催され，私が本学会の学会長を務めさせていただくこと

になりました。実行委員長には滝宮総合病院の松村孝雄さん，事務局長には香川県立保健医療大学の太田安彦さ

んが選出されました。また，先月の香川県医学検査学会終了後に行った第2回準備委員会において，香臨技の理

事の皆さんに各部門の責任者を分担してお願いするということも決定しました。今後はできるだけ早い時期に企

画運営会社を決定し，実行委員会を立ち上げて，学会の概要を固めていきたいと思っています。

　ご存知の通り，中四国支部医学検査学会は9年に1度，中四国の各県持ち回りで開催している行事です。私は今

回で4回目の学会開催県を経験することになります。過去3回の学会では，あまり重要な役割を担ったことはない

のですが，平成3年にマツノイパレスで行った学会が私の中では最も印象に残っています。当時はまだ30歳にな

ったばかりの頃でしたが，血液研究班の班長をしていた関係で，会場責任者としていろいろなことを経験させて

いただきました。

　このところ香臨技理事会でしばしば話題に上るのが，理事の高齢化問題です。おそらく大半の理事が50代なの

ではないかと思いますが，現在の高齢化社会の問題をそのまま映しているような感じがします。ところが県学会

や研修会に行くと，自分が年を取ったせいもあるのでしょうが，ずいぶん若い人が多くなったなと感じます。学

会，研修会などは，受講することも大切ですが，自分が発表することでより勉強になるというのは皆さんも経験

することではないかと思います。

　学会の企画運営も同様で，中四国規模の学会運営となるとなかなか経験できるものではありません。今回の学

会では，ぜひ20代，30代の人に積極的に運営に参加していただいて，いろいろなことを経験していただきたいと

思います。参加者は学会が終わってしまえば，いつの間にか記憶も薄れてしまいますが，企画運営に携わった人

の経験は，その人の財産として長く残るものだと思います。せっかく与えられた機会ですので，来年の学会がよ

り良いものになるように，そして自分たち自身にも大きな財産が残るように，一丸となって頑張っていきましょ

う。そのことが次回，次々回の中四国支部学会開催に向けても，大きな経験を積むことになっていくと思いま

す。私も，微力ながら全力を尽くす所存ですので，数多くの会員の皆様にご支援ご協力をいただきますようよろ

しくお願いいたします。

平成30年度（第51回）日臨技中四国支部医学検査学会準備委員会発足のご報告

第51回日臨技中四国支部医学検査学会（香川県）
　メインテーマ、および サブテーマ募集！　送付先：高橋　宗孝（三豊総合病院）

・ 編 集 後 記 ・
　新年度が始まりあっという間に1カ月が過ぎてしまいま

した。桜が咲いたと思っていたのに、5月とは思えないよ

うな暑さの日もありびっくりしています。

　さて、本文にもありましたが中四国学会準備委員会が発足し、平

成30年中四国支部医学検査学会の香川県開催に向けた動きが始まり

ました。みなさんで協力してより良い学会が開催できればいいなと

思っています。　　　　　　　　　　　　藤重　和久（永生病院）

～ 香臨技 求人情報 ～

　現在、三豊総合病院、香川県立中
央病院、青冥会ミタニ藤田病院、田
原内科医院、香川大学医学部附属病
院、香川県済生会病院、高松市民病
院、高松平和病院からの求人があり
ます。詳しくは、香臨技ホームページ
をご覧ください。
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