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臨検タイムス香川（289号） ２０１９年８月

発行者：荒　井　　　健一般社団法人 香川県臨床検査技師会

日　　　時　；　2019年7月23日（火）　19：02～21：33
場　　　所　；　香川大学医学部附属病院　2階技師室
出　席　者　；　荒井、宮川、松村、長町、小原、立石、小林、泉宮、横内、平内、太田、高杉、森本、花川、
　　　　　　　　多田、山本、時岡
欠　席　者　；　高橋
司　　　会　；　荒井
書　　　記　；　山本
議 事 内 容　；　1．令和元年度日臨技定時総会報告
　　　　　　　　2．令和元年度第1回中四国支部幹事会報告
　　　　　　　　3．精度管理委員会報告
　　　　　　　　4．その他

議事１．令和元年度日臨技定時総会報告
6/22（土）10：00～12：30、東京都で令和元年度日臨技定時総会が開催、平成30年度事業報告・決算報
告、定款改定などが審議された。主なものは以下の通り。

　　　　□定款の改定（理事構成の変更）について
現在、日臨技理事は3名以上30名以内とされており、理事が選出されていない都道府県が存在してい
る。
全国的な諸問題の早期把握、全国の会員の声を組織運営に反映させる体制が必要であり、理事を3名
以上56名以内に変更する。

　　　　□執行理事会議の業務範囲明確化の提言について
執行理事の組織体は理事会と区別するため執行理事会議としている。組織運営規定では執行理事会議
の業務範囲等が明記されておらず、理事会との間における権限の明確化が必要である。今後、理事会
の権限を侵害しないように法律の専門家の助言を求めながら慎重に検討する。

　　　　□日臨技入会のみ会員の見直しについて
日臨技と都道府県技師会は法律上別組織であるが、臨床検査技師のための事業・施策に対して両者が
一体的に実施することでその効果が発揮されると考えられることから、日臨技会員については都道府
県技師会に所属していることを条件に会員とすることが望ましい。現時点で日臨技入会のみの会員に
ついては都道府県技師会への入会を推奨する＝都道府県技師会会員にならないと日臨技会員になれな
い。

　　　　□医学検査の発行について
現在、医学検査は年4回発行し、雑誌として会員の手元に届けている。このことによる支出は億単位
となっており経費削減のため今後、webでの閲覧形式への変更を検討する。

　　＜意見交換＞
香川県で日臨技入会のみ会員がどの程度いるのかについて、現在、把握はできていないため把握できる
か確認する。まずは都道府県管理システムで確認し、確認できなければ日臨技事務局に情報提供しても
らえるかどうかの問い合わせを行う。

議事2．令和元年度第1回中四国支部幹事会報告
6/29（土）13：30～15：00岡山県で令和元年度第1回中四国支部幹事会が開催。日臨技助成金事業や支部
研修会
企画の審議、日臨技理事会の報告などが行われた。主なものは以下の通り。

　　［支部幹事会審議事項］
　　　　□令和元年度日臨技助成金事業について
　　　　　・都道府県技師会主催「ニューリーダー育成研修会」　・・・　1月に鳥取・広島で開催予定。
　　　　　・全国「検査と健康展」　・・・　10月に香川、11月に鳥取・広島で開催予定。
　　　　　・多職種連携のための能力開発講習会　・・・　8月に鳥取で開催予定。
　　　　　・初級職能開発講習会　・・・　鳥取・愛媛で開催済、11月に広島で開催予定。

令和元年度 第2回 理事会議事録
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　　　　□支部学術奨励賞表彰について

受賞者は今年度の中四国支部医学検査学会（島根県）懇親会で授賞式を行う。なお、受賞者の懇親会

参加費は免除することを承認した。

　　　　□2020年度中四国支部医学検査学会について

2020年10月24日・25日アスティとくしま（徳島県）での開催が決定。

　　　　□日臨技への要望について

日臨技企画の行事を支部で開催する場合、広報印刷物・プログラム集などについては日臨技から配送

してほしいとの支部の要望を日臨技に提出。今年度の中四国支部医学検査学会のA5版プログラムは会

場で配布予定。

　　［日臨技理事会報告］

　　　　□会長の職務代行について

横地副会長が会長代行に指定された。

　　　　□令和3年度日臨技臨床検査精度管理調査臨床化学試料作製について

令和3年度より、つくば臨床検査教育・研究センターの施設を利用して日臨技直轄で作製することが

決定。

　　　　□臨床検査教育の見直し案について

2019年6月5日に臨床検査教育の見直し案について、日臨技と臨床検査学教育協議会の連名で厚労省医

政局医事課へ提出した。

　　　　□日臨技会員が感染症に罹患した場合の補償について

業務中・会主催の行事中に「対象となる感染症」に罹患し、退院、入院、死亡または後遺障害を被っ

た場合に感染見舞金を会員に支払う。ただし支払いしない場合もあり。対象となる感染症・手続きな

ど詳しくは日臨技HP⇒「日臨技の全員加入保険」⇒「業務中・会主催の行事中の感染見舞金」の順で

アクセスし確認。

議事3．精度管理委員会報告

7/25（木）まで申し込み受付。現在、73施設より申し込みあり。試料配布は8/28（水）。

　　＜意見交換・決定事項＞

　　以下の点について理事会の意見をもらいたい．

　　　　□報告書の作成について

今年度より香川県からの補助金が減る。経費削減のため、報告書を冊子で作成した場合とCDで作成

した場合の費用を確認したが同等の金額であったため、冊子での作成を継続し発行部数の検討で費用

削減を目指す。

　　　　□評価結果と報告書（冊子）の送付先について

評価結果・報告書ともに現在は施設長と検査室宛てに送付していたが今後、評価結果は評価がでた時

点ですぐに施設長と検査室に送付、報告書（冊子）は12月くらいに検査室のみに送付する。これで発

行部数を270から200部程度に減らすことができ、経費削減に繋がると思う。

　　　　□試料調整・保管・出荷について

現在までキナシ大林病院で試料調整・保管・出荷作業をしていたがいつまでもというわけにはいかな

い。引き継いでくれる施設を検討してほしい。

議事4．その他 

　　■災害対策研修会について

7/13（土）・14（日）に東京都で令和元年度都道府県災害対策研修会が開催。香川県代表で荒井会長が出

席、全国より45名が参加した。今後発生が想定されている南海トラフ大地震に備えて、災害時の受援をど

うするのか、県内の連絡体制をどうするのか、DVT支援チームの立ち上げをどうするのかなどを先に考

え、しっかりとシミュレーションをしておくべき。また香川県と協定を結んで災害時に試薬を搬送する車

両を緊急車両の取り扱いにしてもらうなどの準備を進めなければならない。

　　■地域ニューリーダー育成研修会について

10/18（金）～20（日）に熱海で地域ニューリーダー育成研修会が開催される。対象者は平成30年度の受

講者及びそれに参画できなかった都道府県からの受講者で香川県に対象者は3名。

　　■都道府県技師会リーダー育成研修会について

今年度中の開催はすでに決定。太田理事を中心に年明けの開催を目指す。

　　■初級・職能開発講習会について

2019年度は中四国支部で鳥取・愛媛で開催済、11月に広島で開催予定。意外と人気のある講習会で手上げ

する県も多い。香川県も開催をするための場所の確保などを行う。

　　■ベッドサイド実践講習会について

講習会の企画者向け研修会は山本が受講済。内容からすると他団体への協力要請が必要。来年度の開催に

向け準備を進める。
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　　■香臨技ホームページ更新について
香臨技ホームページの更新に向けて、香川県病院薬剤師会のホームページを制作している株式会社リア―
によるプレゼンを実施。また現在の香臨技ホームページに改善を加えることとして以下のことが挙げられ
た。
　・セキュリティ対策　　　　　　　　　　　　　　　　 ・パスワード機能
　・精度管理調査での一方向の機能（回答入力なし）　　 ・研修会の案内や中止のお知らせ・広報
　・モバイル対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・日臨技，臨床検査技師連盟HPへのリンク
　・研修会資料のダウンロード機能

　　■検体採取講習会について
10/13（日）・14（月）に開催。今年度で最後の開催となるので、未受講者には受講するよう積極的に案
内すること。7/23（火）17時の時点で受講受入れ残数74。

　　■中四国支部医学検査学会前日会議参加者について
島根県より、前日開催の会議・懇親会ならびに宿泊に関する案内が届いた。前日会議には荒井会長、宮
川・松村副会長、長町学術部長が現時点で参加予定。8/20（火）が申し込み期限。

　　■地域包括ケアシステム学会・プライマリケア学会について
11月開催予定の地域包括ケアシステム学会より香臨技に演題申し込みの依頼があった。
ブルースカイ松井病院　横田技師が「当院における認知症検査について」というテーマで申し込みを行っ
た。

　　■新（再）入会研修会・ビアパーティーについて
8/24（土）14：00～16：30、サンポートホール高松54会議室で開催。研修会後続けてJRホテルクレメン
ト高松1階でビアパーティーも行う。研修会のプログラムは例年通りの予定．

　　■弔事対応マニュアルについて
連絡手順などを確認、事務局長の連絡先を入れて完成とする。

　　■賛助会員（個人）会員証について
会員証の案を確認，検討した．
　・会員番号について
　「●●-○○○」とする。「●●」には発行年（西暦）の下2桁を入れ、「○○○」にはその年度の入会順
　　に番号を割り当てる。また、会員番号は毎年新しい番号に更新、会員ごとの固定番号にはしない。
　・運用方法
　　運用方法を山本が作成し、理事会の承認を得る。

　　■事務員の交通費支給について
香臨技事務員の交通費は現在支払われていないが、今後は支払いを行う。自宅から技師会館の距離、ガソ
リン代、燃費など考慮して5,000円/月と決定。

　　■令和2年春の叙勲潜在候補者の確認について
香臨技より3名の候補者を挙げた。

　　■第48回医療功労賞候補者の推薦について
主催の読売新聞社より候補者の推薦依頼があった。9/20（金）までに推薦予定。
この賞は国内外の困難な環境下で、医療活動に長年従事し、顕著な功績を挙げた医療関係者を顕彰するも
の。
現在までに748名が受賞。毎年県で2名程度が受賞。

　　■香川県予防医学協会定時評議員会について
6/26（水）香川県予防医学協会定時評議員会が開催され、昨年度の事業報告、今年度事業計画・予算の説
明などがあった。11/22（金）10：00～レクザムホール小ホールで予防医学事業推進全国大会を開催する
と報告あり。

　　■令和元年度初めての子宮がん検診応援事業への後援について
香川県より「令和元年度初めての子宮がん検診応援事業」への後援依頼があり、承諾書を提出した。
この事業は20～25歳の女子学生を主たる対象として、大学、短期大学、専門学校、各種学校において健康
教育と子宮頸がん検診を行うもの。

　　■自然災害による被災会員に対する共済金等の支給申請について
日臨技では、自然災害による被災会員には「災害共済金の支給及び会費減免に関する細則」によりその措
置を定めている。該当会員は専用の届出用紙に必要事項を記載し支部長へ提出すること。

　　■三野安意子氏旭日双光章受賞祝賀会について
香川県栄養士会より三野安意子氏旭日双光章受賞祝賀会の開催案内あり。7/28（日）高松国際ホテルにて
開催されるので荒井会長が出席する。

　　■令和元年度「検査と健康展」について
10/19（土）10：00～15：00 香川県立保健医療大学で「検査と健康展」を開催する。例年とほぼ同じ内
容で考えており、8/19（月）までに日臨技に企画書・予算書（確定版）を提出する。企画書・予算書は理
事会で承認された。
8月発行の臨検タイムスに実務委員募集の案内を入れるので若い技師に積極的に声をかけてほしい。9/20
（金）締め切り。
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①　2019年度 第2回 一般検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：永田　啓代　 ☎ 0877－62－1000（代）

日　時：2019年9月6日（金）19：00～20：30

場　所：キナシ大林病院　3階会議室

内　容：「尿蛋白・尿糖定量について」　永田　啓代（四国こどもとおとなの医療センター）

　　　　「尿蛋白・糖定性と定量が乖離する要因、クレアチニン補正の意義（仮題）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師未定（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）

参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

②　2019年度 日臨技中四国支部研修会「一般検査部門研修会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：永田　啓代　 ☎ 0877－62－1000（代）

日　時：2019年9月8日（日）9：30～16：30

場　所：鳥取大学医学部　臨床講義棟3階　431講義室

内　容：テーマ「あなたの知りたいに答えます！～尿沈渣から体腔液，寄生虫まで～」

参加費：日臨技会員　3,000円　非会員　5,000円

生涯教育研修：専門20点（認定一般検査技師更新単位申請中）

定　員：100名　事前登録制（6月15日受付開始）

備　考：詳細については日臨技ホームページを参照してください。

③　2019年度 香臨技・四県合同研修会（微生物研究班）
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：原　美佐子　 ☎ 087－811－3333

日　時：2019年9月15日（日）9：30～15：20

場　所：香川大学医学部　臨床講義棟2階

内　容：テーマ「AST活動に貢献できる微生物検査技師を目指して」

　　　　詳細は臨検タイムスに同封した研修会案内をご確認ください。

参加費：3,000円　　　生涯教育研修：専門20点

申込み：研修会案内の参加申込書に記入しFAXもしくは郵送にてお申し込みください。

締切り：2019年8月16日（金）

④　2019年度 日臨技中四国支部研修会 臨床微生物部門研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：原　美佐子　 ☎ 087－811－3333

日　時：2019年9月28日（土）14：00～　　9月29日（日）12：30

場　所：鳥取大学医学部保健学科　アレスコ棟6階　262講義室

内　容：テーマ「ＡＭＲを知り　ＡＭＲを制す」

参加費：会員3,000円　非会員5,000円　　　生涯教育研修：専門30点

申込み：日臨技ホームページ内の会員専用サイト（事前参加登録）から申し込みください

締切り：2019年8月20日（火）予定

⑤　2019年度 第3回 輸血検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：鬼松　幸子　 ☎ 0877－46－1011

日　時：2019年9月28日（土）14：00～16：00

場　所：回生病院　新館4階　教育ラボラトリー室（場所が変更になりました） 
内　容：テーマ「血液型検査における異常反応とその対処法」

　　　　講演1： オモテ・ウラ不一致への対応（仮）

　　　　　　　　　白幡　　繁（イムコア　営業戦略部　テクニカルサポート　シニアスペシャリスト）

　　　　症例検討：「血液型が判定できない！どうする？？」

　　　　症例提示：山地　瑞穂（三豊総合病院）

参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

《研修会のご案内》
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⑥　2019年度 香臨技・四県合同 血液検査研究班「初任者研修会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：杉　　理恵　 ☎ 087－811－3333
日　時：2019年9月28日（土）13：30～17：00
場　所：香川大学医学部　臨床講義棟　２階
内　容：「明日から役立つ基礎講座」
　　　　　・フローサイトメトリーの原理とみかた　　　瀬尾佳代子（香川大学医学部附属病院）　
　　　　　・凝固検査の基礎　　　　　　　　　　　　　管﨑　幹樹（徳島大学病院）　
　　　　「症例検討」２症例
　　　　「特別講演」～臨床医の知らない世界～　検査技師が読み解くCBC　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　千尋（徳島大学病院　診療支援部）　
参加費：2,000円　　　生涯教育研修：専門 20 点
申込み：事前申込み、所定の参加申込書にて、県委員にお申込みください。（当日参加可能）
備　考：詳細は臨検タイムスに同封した研修会案内をご確認ください。

⑦　2019年度 香臨技・四県合同 血液検査研究班「形態検査研修会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：杉　　理恵　 ☎ 087－811－3333
日　時：2019年9月29日（日）9：30～15：40
場　所：香川大学医学部　実習棟　
内　容：「鏡検実習」　４症例 
　　　　ランチョンセミナー
　　　　「血友病の話題と合成基質法による凝固因子定量について」
　　　　　　　　　　　　　　　　永井　裕雄（シスメックス株式会社　広島支店学術サポート課）　
　　　　「がんゲノム医療の最新情報について」
　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　　岬（シスメックス株式会社　LS市場開発部）　　
参加費：2,000円　　　生涯教育研修：専門20点
申込み：事前申込、所定の参加申込書にて、必要事項を記入し、県委員にお申込ください。
定　員：80名、当日参加不可
備　考：詳細は臨検タイムスに同封した研修会案内をご確認ください。

⑧　「新生児マススクリーニング検査をもっと身近に考えよう！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：多田　達史　 ☎ 087－870－1264（ダイヤルイン）
日　時：2019年10月11日（金）16：30～17：30
場　所：サンポートホール高松　ホール棟　62会議室
内　容：講演１「新生児マススクリーニングの方法と陽性者への対応」
　　　　　　　　小亀　恵 先生（香川県予防医学協会新生児マススクリーニング検査室）までにお願いいたします。
　　　　講演２「新生児マススクリーニングの対象疾患と支援」
　　　　　　　　但馬　剛 先生（国立成育医療研究センターマススクリーニング研究室室長）
　　　　交流会「新生児マススクリーニングに関する疑問を解決！」
　　　　　　　　４名の専門家の先生との交流会
　　　　　　　　　代謝異常症：国立成育医療研究センター小児科医　　　　　但馬　　剛 先生
　　　　　　　　　内分泌疾患：こどもとおとなの医療センター院長　　　　　横田　一郎 先生
　　　　　　　　　看　　　護：東京医療保健大学和歌山看護部　小児看護学　串橋　裕子 先生
　　　　　　　　　検　　　査：香川県予防医学協会臨床検査技師　　　　　　小亀　　恵 先生
参加費：無料
備　考：尚、同日に「第14回香川先天代謝異常症研究会」がJRホテルクレメント高松 2F「霞・暁」にて開催さ
　　　　れます。香川県の新生児は新生児マススクリーニングを受けています。
　　　　ご興味のある方、事前参加などのご相談は多田まで。

⑨　2019年度 日本臨床検査技師会中四国支部 生物化学分析部門研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡責任者：谷本　光章　 ☎ 087－877－0111
日　時：2019年11月17日（日）9：40～15：35
場　所：高知大学医学部 臨床講義棟 第3講義室
内　容：テーマ『生物化学分析の最前線』
　　　　詳細は臨検タイムスに同封した研修会案内または日臨技HPをご確認ください。
参加費：日臨技会員：3,000円　　日臨技非会員：7,000円　　臨床検査技師以外：5,000円
生涯教育研修 ： 専門 20 点
申込先：日臨技HP内の会員専用サイト（事前参加登録）から申し込みください
　　　　※日臨技非会員及び臨床検査技師以外の参加者は当日受付となります。
締切り：2019年11月1日（金）まで
定　員：150名

＊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7,000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。



　今年は子供の夏風邪である手足口病が例年に増して流行していたそうです。私の子供
たちも、もれなく罹りました。口の中の発疹が痛くてご飯が食べられないのは、本人も
大変だし親もなかなか疲れました。
　子供が治ったと油断したら今度は妻と私が子供から風邪を貰ってしまい、妻は38℃越
えの熱でぐったりでした。暑い日が続き体力的にもしんどい時期が続きますが、皆さん
も夏風邪にはご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　藤重　和久（永生病院）
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～ 香臨技 求人情報 ～

現在、香川大学医学部附属病院 病理部、キナシ大林病院、香川大学医学部附属

病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、その他の求人情報があります。

詳しくは、香臨技ホームページをご覧ください。

求人募集依頼の連絡先：立石　謹也（福祉部長・香川県立保健医療大学） 

　　　　　　　　　　　アドレス：tateishi@chs.pref.kagawa.jp

内　容：① 骨密度、肺機能、頸動脈エコーなどの生理検査、その他

　　　　② 血糖・HbA1c測定

　　　　③ 臨床検査および臨床検査技師紹介など

日　当：1日　3,000円　　　半日　1,500円

申込先：社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院　臨床検査部　山本 直子

　　　　住所；〒762-0007　香川県坂出市室町3丁目5-28

　　　　TEL；0877-46-1011(内線5544)　FAX；0877-45-6838　　E-Mail；kensa@kaisei.or.jp

期　限：2019年9月20日（金）まで

【全国「検査と健康展」スタッフ募集のお知らせ】

【2018年度 認定資格取得者について】
　香川県臨床検査技師会誌に2018年度の認定資格取得者を掲載しますので，資格を取得された方は学術部までご

連絡ください. 次回受験者への情報提供が目的です．  　* 連絡先：香臨技学術部　954nb9@bma.biglobe.ne.jp

【香川県臨床検査技師会誌 原稿募集】
　学術部では，例年と同様に香川県臨床検査技師会誌の原稿を募集しています．皆さんが学会等で報告した研究

成果を，論文形式にまとめてみませんか．担当部門の班長さんが指導してくれますので，初めての方でも安心で

す．是非，この機会に挑戦してください．論文等の書式は香川県臨床検査技師会誌の投稿規定を参照してくださ

い．

　その他にも「ブックレビュー」や「私の奮闘記」，「読者のページ」も募集しています．こちらはA4段組み1枚

程度で写真や図入りでも結構です．　　　　　　　　　* 連絡先：香臨技学術部　954nb9@bma.biglobe.ne.jp

香臨技学術部からのお知らせ

日　時 ︓ 2019年10月19日（土）9︓00～16︓00　
場　所 ︓ 香川県立保健医療大学


