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平成29年度 第3回 理事会議事録
日
時；平成29年8月17日（木） 19:00～19:45
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、松村、平内、香川、太田、森本、多田、長町、山本、時岡
欠 席 者；唐木、小原、高杉、安毛
議事内容；1．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
2．香川県立保健医療大学大学院 社会人枠について
3．検体採取講習会について
4．検査と健康展について
5．香川県臨床検査技師会事業年度・会計年度・会費変更について
6．その他
議事1．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
開催日時；9/9（土）15:00-16:30
開催場所；高松赤十字病院 中央診療棟4階会議室
議事2．香川県立保健医療大学大学院 社会人枠について
宮川副会長より経緯について以下の内容で報告あり。香臨技としてどのように支援していくか検討した。
報告内容
香川県立保健医療大学より大学院の社会人枠（博士課程）について推薦依頼があった。修士課程修了者
（対象者30名程度）にあたっているが推薦者を確保するのが難しい状況。理由は様々あるが、一番は金
銭的な問題であった。
意見交換
『香川県内の施設で検査技師として従事する』など、条件を設けた上で、無利子での貸し付けや学費の
一部を助成するなどの意見がでたが、特定の会員への助成について、他の会員の同意が得られるのかと
いう点について不透明であるということや、そもそも金銭の貸し借りはトラブルのもとになるなどの意
見がでた。その他寄付という形の提案があった。
博士課程修了者が増えれば，会員のレベルアップにも繋がるし、県内にある博士課程を大切にしたいの
で、香臨技として今後推薦者を出していきたい。
議事3．検体採取講習会について
9/23-24の講習会の実務委員として荒井副会長と横内学術部長は決定。今後もう1名を実務委員として追
加。
議事4．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（小林広報部長より報告）
10/21（土）香川県立保健医療大学で開催予定。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。
内容は昨年とほぼ同じであるが、パネル展示で新たに、一般研究班の永田班長に企画をお願いしてい
る。
2）日臨技・香臨技主催の全国「検査と健康展」（山本より報告）
11/18（土）サンポートホール高松市民ギャラリーで開催予定。広報に課題があり、昨年効果が少な
かったオアシスへのイベント情報の掲載はしないこととするが、その他の広報手段として各施設での
ポスター掲示やちらしの配布、広報たかまつへの掲載を検討する。内容については昨年とほぼ同じで
スタッフは40名弱を考えている。
議事5．香川県臨床検査技師会事業年度・会計年度・会費変更について
例年、会計は2月で締め、4月の総会で報告している。今後は会計を3月締めに変更したい。
また、技師会館や技師会所有のパソコンの老朽化、ホームページの更新など今後支出が増えることが予
測されることから、会費の増額を検討する。
議事6．その他
◆技師連盟への加入促進について
連盟には1口1,000円から加入可能。現在までに31口集まったが、香臨技の目標口数は91口でまだまだ目
標には遠い。香臨技の会員にもっと広く活動を知ってもらい協力を得たい。今後、研修会などでも呼び
かけていきたい。
◆中四国支部医学検査学会（山口県）への座長推薦について
生理研究班はすでに決定。未決定の研究班は8/31が締切りなので速やかに決定する。
◆かがわ糖尿病療養指導士認定機構について（多田監事より報告）
6/29（木）に制度委員会が開催された。認定制度は動き始めている。この制度の設立により多職種間の
横のつながりがより深まること、また現在の糖尿病療養指導士の資格よりもっと簡単に取得することが
できる。
『認定申請者の資格』に糖尿病教育としての経験が1年以上の者とあるが、これは血糖測定の指導などが
該当。また日本糖尿病協会会員になる必要があるが年会費は2,000～3,000円程度である。
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《研修会のご案内》
①

平成29年度 第2回 血液検査研修会

連絡責任者：杉
理恵 ☎ 087－811－3333
時：平成29年9月30日（土）14：00～16：00
所：香川大学医学部 臨床講義棟1階
容：「血液形態標準化に関する伝達講習」 杉
理恵（香川県立中央病院）
「直接経口抗凝固薬について（仮）」 榊原 康行（ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）
「止血凝固研修会2017」
西谷 真里（香川大学附属病院検査部）
参加費：200円
生涯教育研修：専門20点
日
場
内

②

平成29年度 第3回 生理検査研修会

③

平成29年度 日臨技中四国支部 生物化学分析部門研修会

④

平成29年度 第2回 免疫血清検査研修会

連絡責任者：三崎 美江 ☎ 087－868－1551
日 時：平成29年10月15日（日）10：00～12：00
場 所：香川県済生会病院 7階大ホール・生理検査室
内 容：消化器 ＆ 消化管
手取り足取りハンズオン
参加費：200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
連絡責任者：香西 宣秀 ☎ 087－876－1145
日 時：平成29年10月22日（日） 8：50～14：30
場 所：広島市立広島市民病院 中央棟10 階講堂
内 容：「検査データを読み解く力を鍛える」（詳細は別添案内状及び日臨技HPをご参照ください）
参加費：3,000円
生涯教育研修：専門20点
申込み：日臨技システムより事前に参加申込をお願いします

連絡責任者：谷本 光章
日 時：平成29年10月26日（木）19：00～20：30
場 所：キナシ大林病院 ３階会議室
内 容：腫瘍マーカーの基礎と最近の話題
アボット ジャパン株式会社
参加費：200円
生涯教育研修：専門20点

⑤

平成29年度

日臨技中四国支部

⑥

平成29年度 日臨技中四国支部 輸血伝達講習会

☎ 087－816－1301

学術部

臨床血液検査部門研修会

連絡責任者：杉
理恵 ☎ 087－811－3333
日 時：平成29年10月29日（日）9：00 ～ 15：30
場 所：高知大学医学部 実習棟 2階第3実習室、3階第2講義室
内 容：鏡検実習（MDSとその周辺疾患の4症例）
ランチョンセミナー（アークレイ株式会社）
特別講演「当院でのアザシチジンを中心とした高リスク骨髄異形成症候群診療の現状」
松岡 亮仁（坂出市立病院 血液内科部長）
参加費：3,500円
生涯教育研修：専門20点
申込み：日臨技HPより各自参加登録、参加費振込をお願いします
定 員：100名
締切り：10月13日（金）

実務担当：(一社)岡山県臨床検査技師会

日 時：平成29年11月25日（土）13：00～17：00 、11月26日（日）9：00～16：30
場 所：岡山大学歯学部棟4F 第1講義室、および5F 第2基礎実習室 （岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1）
内 容：「輸血検査の質を担保できる輸血検査技師の育成」
定 員：64名（輸血検査経験5年以上、または、認定技師や地域･院内の指導的立場を目指す臨床検査技師）
参加費：会員 5,000円、非会員 15,000円
生涯教育研修：専門30点
申込み：平成29年9月20日（水）～10月13日（金）
日臨技ホームページ内の会員専用サイト（事前参加登録）からお申し込みください。
問合せ：浅野 尚美（岡山大学病院 輸血部）Tel：086-235-7768（直通）
E-mail：asano-n＠cc.okayama-u.ac.jp
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⑦

平成29年度 日臨技中四国支部 生理部門研修会

連絡責任者：三崎 美江 ☎ 087－868－9523（直通）
時：平成29年12月3日（日）10：00～16：00
所：社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院 5階講堂
容：災害に備える ～もし今南海トラフ地震が起こったら～ 生理検査の役割
（詳細はアップロードの開催概要をご参照ください）
参加費：3,000円
生涯教育研修：専門20点
申込み：日臨技HPより参加登録、参加費振込をお願いします
締切り：平成29年11月1日（水）
日
場
内

⑧

平成29年度 第3回免疫血清検査研修会

連絡責任者：谷本 光章 ☎ 087－816－1301
時：平成29年12月9日（土）8：40～16：00
所：香川大学医学部附属病院
午前の部：臨床講義棟1階 講義室、午後の部：実習棟3階 第6実習室
容：講義：「イムノアッセイの原理および分析装置内部で何が行われているかを理解する」
「イムノアッセイのデータに影響を及ぼす各種要因」
「実際の症例をもとにしたケーススタディ、結果解釈について」
実技：「発色、発光の実技（ELISA法、イムノクロマト法）」
講 師：オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 学術部
参加費：2,000円
生涯教育研修：専門20点
定 員：30名（予定）
申込み：臨検タイムス10月号に研修会案内・申込用紙を同封します。
日
場
内

＊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。

香臨技 新（再）入会 会員研修会、およびビアパーティに参加して
佐藤

友美、羽原

帆乃香、山本

修平

（高松赤十字病院）
はじめまして。本年度より香川県臨床検査技師会の会員となりま
した高松赤十字病院の佐藤友美、羽原帆乃香、山本修平です。入職
して4ヶ月、毎日の仕事に慣れるのに精一杯でした。学生から社会人
として働きはじめて感じたことは、社会人になっても日々勉強し続
ける姿勢が大切であるということです。学生の時には知らなかった
新しい知識が日々あり、白衣のポケットにはメモ帳が欠かせませ
ん。6月末より採血業務、7月末より当直業務を始めましたが、採血
（新（再）入会会員の皆様）
業務は実際に患者様の採血をするまでに検査部の方ほぼ全員の採血
を行い、採血のコツや注意点などを教えていただきました。当直業務を行うにあたっては、先輩技師が教育係と
して新人一人一人に付き、当直業務の練習からサポートしてくださいました。その甲斐あって、初の当直を無事
終えることができてホッとしています。
7月30日に香川県新（再）入会会員研修会およびビアパーティに参加させていただきました。研修会では、香
川県臨床検査技師会が行っている様々な活動をわかりやすく教えていただきました。医療事故防止についての話
があり、「医療事故」と「医療過誤」の違いについて学ぶことができました。医療従事者に過失のある場合とな
い場合に分けて考えることが重要であり、自分たち自身と患者様の互いを守るためにもリスクマネジメントを行
い、普段から医療事故をどのように防止するかを考えて働かなければならないということを再認識しました。技
師会広報活動としては、臨床検査技師について多くの方に知っていただくために、各施設内・外で行われている
様々な活動について聴きました。香川県立保健医療大学の大学祭で行われた臨床検査についての展示と体験の催
しでは、地域の方々が多く足を運んでいるということを知りました。今年から技師会の一員としてこのような広
報活動に参加し、多くの方々と関ることができるのを楽しみにしております。研究班活動については、各部門で
勉強会が盛んに行われていることを知りました。幅広い知識を得るためにも様々な部門の勉強会に参加していき
たいと思っています。
研修会後に行われたビアパーティでは、様々な病院の先輩方や同期の方と楽しい時間を過ごさせていただきま
した。先輩方との会話の中で特に印象的だったのは「繋がり」の大切さです。同じ職場内での検査技師同士の
「繋がり」はもちろん、院外での勉強会を通じてできる「繋がり」、新人同士の「繋がり」。日々の業務ででき
る他職種の方との「繋がり」。これらの「繋がり」を通じて、たくさんのことを学び、時には助け合って、自分
自身が大きく成長できるということを教えていただきました。また、同期の方から日々の業務で頑張っているこ
とや今後の目標を聞き、自分ももっと頑張ろうと刺激も受けました。
最後に、私たち新入会員のために研修会ならびにビアパーティを企画してくださった皆様に心より感謝申し上
げます。今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
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第18回 香川県立保健医療大学 大学祭「橄欖祭」開催のご案内
開催日：平成29年10月21日(土) 10:00～17:00
場 所：香川県立保健医療大学

三本 愛里（第18回大学祭副実行委員長 臨床検査2年）

香川県立保健医療大学「橄欖祭」を今年は10月21日
に開催させていただきます。昨年に引き続き大学祭を
高松市牟礼町原281番地1 TEL：087－870－1212 開催することができることを心より嬉しく思います。
私たち香川県立保健医療大学に通う学生はみな、そ
れぞれに夢を抱き本学に進学しました。そして数年後、さらに夢を追いかける中で社会人となり社会に貢献でき
る人材へと成長するため、勉学に励んでいます。大学祭を含む大学での活動や勉強は簡単なものばかりではあり
ません。しかし、これも夢へのプロセスであるということを意識し、困難なことでも夢中になって積極的に取り
組むことができたらという思いから今年のテーマは「夢」となりました。
そして、本学に通うほとんどの学生の「夢」は医療従事者として活躍することです。今回の大学祭では、普段
あまり接する機会のない他学科や他大学の方々と連携し協力していく場面が多くあります。この経験は将来、チ
ームとしての一体感が必要とされる医療の現場でも大切なことであると考え、学生一同が一丸となってよりよい
大学祭を創り上げていけるようしっかりと連携を取り合っていきたいと考えております。
今年の大学祭は、ステージ企画では吹奏楽サークルによるステージ、のど自慢大会、軽音サークルによるライ
ブ、4年生による合唱などを行います。また、香川県立高松北高等学校の応援部によるパフォーマンス、原クリ
ーンハイツの皆さんによる盆踊りなどのステージも行われます。棟内では看護学科、臨床検査学科による肺年齢
測定やその他健康診断を無料で行います。中庭ではサークルによる焼きそばや焼き鳥、アイスクリームやソフト
ドリンクなどの模擬店、フリーマーケットも行います。
大学祭開催にあたり、何かと至らない点もあるかと思いますが、私たち実行委員、また学生一同互いに協力し
合い、理想とする大学祭を開催するため日々努力しております。ご来場いただいた皆様に香川県立保健医療大学
のことを知っていただくと共に、大学祭を楽しんでいただければ幸いです。より多くの方々が本学の大学祭に足
を運んでくださることに期待し、私たちと地域の皆様、またご来場いただきました皆様が一つになって楽しむこ
とができますことを心より願っております。
最後になりましたが、大学祭を開催するにあたって、ご協力、ご支援くださいました多くの方々、ならびに企
業をはじめとする各所団体の皆様に心よりお礼申し上げます。

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。

香川県立保健医療大学 大学祭

全国「検査と健康展」

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

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

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

・編集後記・

～ 香臨技 求人情報 ～

9月に入り、朝夕だいぶ涼しくなってきました。ただ、今年は雨が少な
くこの記事を書いている時点では、早明浦ダムの貯水率がピンチなようで
ちょっと心配です。
さて、今年度も約半年がたって新人の方も仕事に慣れてきた頃でしょう
か。日々の仕事に少し余裕が出てきたなら、自身の資質向上にも目を向け
てみるのもいいかもしれません。新人研修会でも紹介されたと思います
が、香臨技では様々な研究班の方々が研修会の企画をしてくれています。
まずは身近なところから参加してみてはいかがでしょうか。
藤重 和久（永生病院）
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