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臨検タイムス香川（264号） ２０１７年７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；平成29年6月14日（水）　19：00～21：00
場　　所；香川大学医学部附属病院　検査部2階カンファレンスルーム
出 席 者；高橋、荒井、宮川、泉宮、横内、小林、松村、平内、香川、太田、高杉、山本、時岡
欠 席 者；唐木、小原、森本、多田、安毛

議事内容；１．医療法改正の周知について
　　　　　２．臨床検査技師連盟支部長・会計等について
　　　　　３．精度保証施設認証制度及びJCCLS共用基準範囲採用についての説明会について
　　　　　４．学術部関連報告について
　　　　　５．平成29年度新人研修会について
　　　　　６．検体採取講習会について
　　　　　７．検査と健康展について
　　　　　８．香川県医学検査学会開催内容について
　　　　　９．香川県臨床検査技師会事業年度・会計年度変更について（定款変更）
　　　　　10．香川県臨床検査技師会会費について
　　　　　11．平成30年度 第51回中四国支部日本医学検査学会について
　　　　　12．その他

議事１．医療法改正の周知について
遺伝子関連検査を含めた検体検査の精度の確保等に向けて精度管理の基準を明確化にするための根拠規
定を新設することを盛り込んだ医療法等の一部改正行われる見通しとなった。改正法の施行によって検
体検査の品質・精度確保へ具体的な基準が設けられ、検体検査管理加算の見直しも含めて診療報酬上の
対応も検討される。
宮島会長が国政へ進出され、政治的な力が働き、様々な動きがでていることを香臨技会員に知ってもら
いたい。 

議事２．臨床検査技師連盟支部長・会計等について
技師連盟支部長は唐木福祉部長が担当されているが、今後支部長・会計などの担当を見直していく必要
がある。 

議事３．精度保証施設認証制度及びJCCLS共用基準範囲採用についての説明会について
日臨技より精度保証施設認証の取得や共用基準範囲の採用について普及・啓発活動の一環として、香川
県にて施設代表者またはそれに準ずる会員に向けての説明会を平成29年度中に開催したいと依頼があっ
た。

議事４．学術部関連報告について
　　　　１）学術部会報告
　　　　　　6/6（火）高松赤十字病院にて開催した学術部会の内容について横内学術部長より報告。
　　　　　　　研究班班長・副班長変更
　　　　　　　・輸血・・・副班長　鬼松幸子氏（回生病院）。副班長を2名体制に変更。
　　　　　　　・情報・・・副班長　髙坂智則氏（高松赤十字病院）。
　　　　　　　・生理・・・副班長（神経）　宮﨑朋美氏（高松赤十字病院）。
　　　　　　　・小施設・・・班長　藤澤千絵氏（宇多津病院）、副班長　中村美香氏（辻クリニック）。
　　　　　　　日臨技助成金
　　　　　　　2016年度は日臨技に申請し、73万円の助成金の支給を受けた。
　　　　　　　香川県医学検査学会の開催（報告）
　　　　　　　4/23（日）香川大学部医学部附属病院臨床講義棟2階で開催した。参加者は187名であった。
　　　　　　　2017年度香川県技師会誌vol2の発行
　　　　　　　会誌に掲載する内容について検討した。

　　　　２）四国臨床検査協議会理事会報告
　　　　　　高橋会長より報告。
　　　　　　　平成30年度からの研修会開催要領
　　　　　　　・研究班の部門を8部門として再編、各県の負担を均等にするため、年に2部門ずつ各県が担当す

る。
　　　　　　　・運営は参加費で賄い、連絡調整費は出さない。広告については各県の規定に準ずる。
　　　　　　　・企画立案は担当県の研究班班長が行い、運営について各県班長による会議を開催する場合、そ

の費用は1回に限り担当県が負担する。

平成29年度 第2回 理事会議事録



①　平成29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29年７月30日（日）10：00～12：00　
場　所：香川大学医学部附属病院 検査部
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29年度新（再）入会研修会
日　時：平成29年7月30日（日）14：00～16：45
場　所： サンポートホール高松　5階　54会議室
内　容：「香川県臨床検査技師会・日本臨床衛生検査技師会について（仮題）」
　　　　「医療事故防止について（仮題）」　「香臨技の精度管理事業について（仮題）」
　　　　「技師会広報活動について（仮題）」　「研究班活動について（仮題）」等、詳細は未定
参加費： 無料　　　生涯教育研修：基礎20点
申込み： 不要
備　考： 研修会終了後に親睦ビアパーティがあります。皆様多数のご参加をお待ちしています。
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《研修会のご案内》

　　　　　　　・研修会名称は「平成〇年度四国・〇〇臨技〇〇検査研究班研修会」とする。
　　　　　　　・四臨協研究班班長は廃止する。
　　　　　　　・研修会の運営について問題が生じた場合は四県会長会議により協議する。
　　　　　　　平成29年度の研修会開催
　　　　　　　平成29年度は移行期間とし準備が進んでいる班に限り開催する。
　　　　　　　学術部規約の変更
　　　　　　　平成29年度中に各県規約の見直しを行い、4県が同様の運営ができるようにする。
　　　　３）香川県臨床検査技師会学術部 運営規定の見直し
　　　　　　改正案について高橋会長より報告があり。役員の任期、各研究班による会計報告書の作成などにつ

いて検討を行った。
　　　　４）研修会運営内規の見直し
　　　　　　改正案について高橋会長より報告あり。研修会の参加費について検討を行った。

議事５．平成29年度新人研修会について
　　　　7/30（日）14:00よりサンポート高松54会議室で開催する。

議事６．検体採取講習会について
　　　　今年度は9/23̶24と12/9-10の2回レグザムホールにて開催予定。

議事７．検査と健康展について
　　　　１）香臨技主催の大学祭での検査と健康展
　　　　　　10/21（土）に開催予定。簡単な形にする予定で最低限の人数で運営できるようにする。
　　　　２）日臨技・香臨技主催の全国「検査と健康展」
　　　　　　11/18（土）サンポートホール高松市民ギャラリーを仮予約している。内容は昨年とほぼ同様。

議事８．香川県医学検査学会開催内容について
来年11月には中四国支部医学検査学会が香川県で開催される。演題の確保等の観点から来年の香川県医
学検査学会はシンポジウムのみでもよいと考えたが、学術部会で検討したところ、例年通り一般演題も
募集する予定。

議事９．香川県臨床検査技師会事業年度・会計年度変更について（定款変更）
例年、会計は2月で締め、4月の総会で報告している。総会開催は会計月を終えて3か月以内に開催とい
うルールがあるため、会計を3月締めにし、総会を5月または6月の開催に変更したい。来年の総会に議
事としてかけて定款を変える。

議事10．香川県臨床検査技師会会費について
会費の見直しについて再来年の総会の議事としてかけたい。技師会館や技師会所有のパソコンの老朽
化、また香臨技ホームページの更新があるため。

議事11．平成30年度 第51回中四国支部医学検査学会について
　　　　準備委員の追加
　　　　多くの施設から委員として参加してもらい県を挙げて盛り上げていく。
　　　　企画運営会社の選定

今年の第50回中四国支部医学検査学会（山口県）を担当しているエス・ティー・ワールド社と正式契約
することで承認を得た。

　　　　学会テーマの選定
『メインテーマ；未来設計　サブテーマ；turning point　いますべきこと』で承認を得た。今後パンフ
レット作成など準備を進める予定。

議事12．その他
　　　◆香川県立保健医療大学大学院　社会人枠の香臨技からの推薦について

来年度の社会人枠に2名香臨技から推薦をしてほしいと県立保健医療大学より依頼があった。願書は8月
末締切。
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③　平成29年度 第2回 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8月4日（金）19：00～20：30
場　所：キナシ大林病院　3階会議室
内　容：尿試験紙を比べてみよう。他　　永田　啓代（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

④　平成29年度 四国・高臨技 輸血検査研究班研修会　主催：（一社）高知県臨床検査技師会
日　時：平成29年8月19日（土）・20日（日）
　　　　初級は8月19日（土）1日のみで終了／中級は8月19日（土）・20日（日）の2日間
場　所：高知大学医学部  実習棟  3階 第1講義室（受付、講義）
　　　　　　　　　　　  実習棟  2階 第3実習室（実習）
定　員：先着初級30名／中級20名　（参加資格：初級・中級ともに四国四県の臨床検査技師会会員）
参加費：初級10,000円／中級20,000円 　　※昼食代1,000円／1食（初級1食・中級2食）含む
申込み：6月19日（月）～7月7日（金）／振込みは7月7日（金）までにお願いします
備　考：詳細および参加申込書は別途送付しますので必要事項を記載のうえ、FAXで申し込みしてください。
　　　　※参加申込書等、ご不明な点は、高松赤十字病院検査部　徳住までご連絡下さい。

⑤　平成29年度 第2回 生理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：長田　　剛　 ☎ 087－861－3261
日　時：平成29年8月20日（日）10：00 ～12：00
場　所：KKR高松病院　人間ドックセンター6階 会議室，3階 超音波検査室
内　容：下肢動脈超音波検査の基礎（講義と実習）　
　　　　三崎　美江（香川県済生会病院）、西谷　文（香川県済生会病院）、長田　剛（KKR 高松病院）
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。

⑥　平成29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29年9月2日（土）13：00～16：00　
場　所：香川大学医学部附属病院　検査部
内　容：骨髄像の見方
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点 

⑦　平成29年度 日臨技中四国支部病理細胞検査部門研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：長町　健一　 ☎ 087－831－7101
日　時：平成29年9月23日（土）9：30～15：50
場　所：高松赤十字病院　研修センター2階研修室
内　容：病理検査に必要な基本技能（詳細は日臨技HPに掲載）
参加費：2,000円　　　生涯教育研修：専門20点
申込み：日臨技HPの会員専用サイト（事前参加登録）からお申込みください

＊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。
　　　　　　　　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。

スタッフ募集のお知らせ
下記のイベントについてスタッフを募集いたします。皆様のご協力をお願いいたします。

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

スタッフ募集のお知らせ
下記のイベントについてスタッフを募集いたします。皆様のご協力をお願いいたします。

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

スタッフ募集のお知らせ
下記のイベントについてスタッフを募集いたします。皆様のご協力をお願いいたします。

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

スタッフ募集のお知らせ
下記のイベントについてスタッフを募集いたします。皆様のご協力をお願いいたします。

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

① 全国「検査と健康展」

日時︓平成29年11月18日（土）
　　　10︓00～16︓00　　
場所︓サンポート高松　市民ギャラリー

② 香川県立保健医療大学 大学祭

　　日時︓平成29年10月21日（土）
　　　　　10︓00～16︓00　
　　場所︓香川県立保健医療大学
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筒井　貴弘（さぬき市民病院）

　香川県臨床検査技師会の皆様、こんにちは！さぬき市民病院検査科の筒井です。
　平成29年6月17日（土）・18日（日）に千葉県で開催されました、第66回日本医学
検査学会に参加して参りましたのでご報告いたします。
　千葉県と聞いて、皆さんはまず何を思い浮かべますか？
　九十九里の美しい浜辺を思い浮かべる方、弘法大師とゆかりのある真言宗成田山
がよぎる方、ピーナッツの収穫量日本一という豆知識を有する方、はたまた、マツ
コ・デラックスの出身地だぜ！という、コアなファンの方！いろんな方がいると思
いますが、大抵の方は、あの世界的人気キャラクターのテーマパークを思い浮かべ
ることと思います。
　私も行ってきました、夢の国！の近くまで…。時間の都合で入園はできませんで
したが、舞浜駅には公式ショップがあり、入園しなくても、お土産が購入できるっ
て知っていましたか？幸せいっぱいの家族や恋人たちの群衆の中、40代の男一
人、スーツ姿でかなり浮いていましたが、なんとか愛娘・愛息子へのお土産をゲッ
トしてきました！
　会場の幕張メッセは日本でも有数のイベント会場であり、とても規模の大きい施
設でした。医学検査学会と同時に、PUNK系レーベルのLIVEも行われており、周
辺には奇抜な髪の色をしたFUNKYな若者たちが大勢いて、いい意味で、彩を与え
てくれていました（笑）
　会場の規模が大きな分、シンポジウムや教育講演など、充実した企画内容が多く
あり、とても有意義な学会となりました。スキルアップセミナーやシンポジウムで

第66回　日本医学検査学会に参加して

・ 編 集 後 記 ・
　今年度から、臨検タイムスの
編集委員になりました森西と申
します。
　私が学生時代から目にしてい
た、この臨検タイムスに関われ
ることを大変光栄に思います。
　これから精一杯頑張ってまい
ります。よろしくお願いいたし
ます。

森西　起也　　　　　　　
（香川県立保健医療大学）

～ 香臨技 求人情報 ～

　現在、香川大学医学部附
属病院、香川県総合健診協
会、三豊総合病院、香川県
立中央病院、青冥会ミタニ
藤田病院、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。

は災害医療の内容も企画されており、近い将来、我々の住む香川県でも発生すると言われている南海トラフ地震
への備えと同時に、一人の医療人として、何ができるのかを考えさせられる内容でした。
　生理検査の分野におきましても、日々進歩する超音波アプリケーションの内容や、昨年改定されたASE心腔計
測のガイドラインに関する発表を多く拝聴することができました。またメインイベントでもある、自身の口演発
表も無事に終了し、いろいろな意味で実りある学会となりました。
　来年度は香川県臨床検査技師会が主催となり、中四国支部医学検査学会が開催される予定です。荒井学会長を
はじめ、松村実行委員長、また実行委員の皆様、本当に大変だと思いますが、お体ご自愛ください。
　そして、香川県臨床検査技師会のみなさん、全員で協力していきましょう！
　最後に、この学会中に心に残った言葉です。「早かれ遅かれ、誰にでも“どう生きるか”を考える時がくる。

 

 

 

 

香臨技 ビアパーティ開催のお知らせ

日　　時：平成29年7月30日（日）17：30～

場　　所：JR ホテルクレメント高松

　　　　　　　（1Fフロント前に集合）

参加費：2,000円　（新入会・再入会会員は無料）

申込先：高橋 宗孝（三豊総合病院 中央検査科）
　　　　TEL 0875-52-3366（内線2411）
　　　　FAX 0875-52-1281
　　　　メールアドレス  m-kensa@mitoyo-hosp.jp

皇居 国会議事堂

その決断の時、選択を間違わないように、今を頑張って生きよう」
　臨床検査技師である以上、日々努力・精進して、正しい知識・高い技
術を身に着けて医療に貢献していくことが、患者様に正しい選択をして
いただく第一歩になると考えます。患者様の明るい未来のため、「今」を
頑張れる人間になりたいものです。
　写真は皇居と国会議事堂です。念願の皇居RUNにも行ってきました！
この時、国会では安部首相が加〇学園についての質疑応答中でした…。


