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臨検タイムス香川（267号） ２０１７年１０月

発行者：高　橋　宗　孝一般社団法人 香川県臨床検査技師会

荒井　健（香川大学医学部附属病院）

　早いもので，来年の中四国支部医学検査学会まで残すところ1年余りとなってきました。11月11日（土），12日

（日）には平成29年度中四国支部医学検査学会が山口県下関市で開催されます。香川県からも次年度開催県とい

うこともあり多数の方々が参加されることと思います。香臨技中四国支部学会実行委員会では，山口学会におい

て来年のPR活動を行う予定にしています。活動内容はPRブースにおける，香川県のはっぴを着用した実行委員

と着ぐるみによる広報キットの配布，懇親会での次年度開催県の挨拶などを計画しています。PRブースは，学会

受付・展示会場入口の近くで，多くの参加者が行き交うPRには絶好の場所に設置していただいているそうです。

配布物は，香川県の観光案内と香川学会PR用チラシ，そして香川県のお土産ランキングで常に上位にランクされ

る瓦せんべいをセットにしたものを配布します。PR用チラシの写真は，日本を代表する芸術家である草間彌生さ

んの作品で，直島の宮浦港緑地にある「赤かぼちゃ」を香川県立保健医療大学の多田先生が撮影してきたものを

用いました。かぼちゃの赤が青い空に映えるすばらしい写真になっています。また，当日参加してもらう香川県

ゆかりの着ぐるみとして，青鬼くん，オリーブちゃん，さっきーの3人に依頼しています。この内の誰を連れて

行くかは只今人選中で，移動手段が確保できれば全員連れて行きたいと思っています。山口学会参加の方で，着

ぐるみに入っていただける人を絶賛募集中ですので，ご協力いただける方はお近くの実行委員までご連絡くださ

い。

　山口学会が終われば，いよいよ香川学会へ向けての準備が本格的に始動することになります。当面の課題とし

ては，シンポジウム，教育講演，ランチョンセミナーなどの特別企画の決定と，関係各所への協賛依頼等があり

ます。皆様におかれましても，学会企画に関する提案などがありましたら，実行委員までご連絡いただければ幸

いです。また，開催県の演題数が学会の盛り上がりにも大きく影響してきます。来年の一般演題にも多数応募し

ていただきますよう重ねてお願いいたします。皆様方ひとりひとりのお力が学会を成功に導くことになりますの

で，今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

中四国支部医学検査学会の視察＆PR活動に参加しませんか！

テ　ー　マ ： 臨床検査　未来への躍進　－ 50年の時間を重ねて－

会　　　期 ： 平成29年11月11日（土）、12日（日）

会　　　場 ： 海峡メッセ下関、下関市生涯学習プラザ

学　会　長 ： 渋田　秀美（山口県立総合医療センター）

実行委員長 ： 楢林　秀記（萩市民病院）

平成29年度　日本臨床衛生検査技師会
中四国支部医学検査学会（第50回）

学会に参加される方は、香川県のPRブースに

是非、お立ち寄りください！
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　香川県からの委託を受け、香川県医師会の協力のもとに行っている外部精度管理調査を下記の日程で実施いた

します。（行事等の都合により試料配布日が昨年よりも早くなっています。）

　　試料配布日　：　平成29年10月31日（火）午前中

　　対 象 項 目　：（1）臨床化学検査　　（2）血液検査　　　（3）輸血検査　　　（4）免疫血清検査

　　　　　　　　　（5）一般検査　　　　（6）生理検査　　　（7）微生物検査　　（8）病理細胞検査

　　問 合 せ 先    ：　医療法人財団博仁会キナシ大林病院　検査科　　宮川　朱美

           　　　　 　　　　　TEL ： 087-881-3663（検査科直通）　E-mail ： kensa@obayashihp.or.jp

　　備　　　考　：  今年度から点数化した評価を加えますことをご了承ください。

平成29年度 香川県外部精度管理調査のご案内

　近年、日本糖尿病療養指導士（ＣＤＥＪ）の地方版でＬＣＤＥという資格を認定する県が増えてきました。

　今回、香川県でも「かがわ糖尿病療養指導士（ＣＤＥ-Kagawa）」認定機構が立ち上がりました。

　認定を申請する場合は、下記の条件をすべて満たすことが必要です。

１）薬剤師、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、

　　介護福祉士、歯科衛生士など医療に関わる経験が２年以上の者 

２）糖尿病教育としての経験が１年以上の者 

３）日本糖尿病協会会員であるもの（新規加入者も可） 

４）糖尿病関連講演会等の取得単位が10単位以上の者。ただしかがわ糖尿病療養指導士研修委員会主催の

　　研修会に参加している必要がある。（他の所得単位となる講演会等については、細則に定める。） 

　日本糖尿病療養指導士の資格を持っているものは、申請時と更新時の収得単位を免除する。その資格を喪失し

た場合は、更新規定は他の会員と同様とする。

* 詳しくは、香川県糖尿病協会ホームページをご覧ください。　http://www.dm-kagawa.com

かがわ糖尿病療養指導士について

①　平成29年度 日臨技中四国支部 生物化学分析部門研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  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

②　平成29年度 第2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

　　　　　　村上　一人（アボット ジャパン株式会社 学術部 西日本営業部 TSP）

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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③　平成29年度 日臨技中四国支部 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）

④　平成29年度 第4回 生理検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：大森　浩美　 ☎ 0877－46－1011

日　時：平成29年11月23日（木）10：00～12：00　

場　所：社会医療法人財団大樹会　総合病院　回生病院　5階　大会議室

内　容：心電図の判読　　榎本　敦典（フクダ電子株式会社　営業企画室）

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。

⑤　平成29年度 管理運営研修会　　　  連絡責任者：長町　健一　 ☎ 087－831－7101

日　時：平成29年11月25日（土）14：00～17：00

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：1）改正医療法に伴うこれからの精度保証と検査室運営

　　　　　　　　～臨床検査室の品質マネジメント（QMS）の視点から考える～

　　　　　　　　　　　　清　　康一（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社）

　　　　2）プロセス・エクセレンス（PE）による業務改善のロードマップ

　　　　　　　　～“気付く・考える・楽しむ”を通して，現場サイドを巻き込んでの変化～

　　　　　　　　　　　　増本　　隆（オーソ・クリニカル・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：基礎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（定員40名）

備　考：車でお越しの方は番町地下駐車場（高松高校地下）をご利用ください（4時間無料措置あり）．

　　　　若手・中堅技師の方も奮ってご参加下さい．

⑥　平成29年度 日臨技中四国支部 輸血伝達講習会　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

⑦　平成29年度 第3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12月1日（金）19：00～20：30

場　所：キナシ大林病院　3階会議室

内　容：アレンジ講習会『各種ガイドラインと尿検査』。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

備　考：詳細は別紙参照（日臨技HP内の研修会案内にもPDFファイルを掲載しています）

⑧　平成29年度 第2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年度12月2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）輸血検査の実際（仮）　　      　  白幡　　繁（株式会社イムコア）

　　　　2）輸血検査に関する症例検討会　　伊関喜久男（香川大学医学部附属病院）、鬼松　幸子（回生病院）

参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点



⑨　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　 ☎ 087－868－1551
日　時：平成29年12月3日（日）10：00～16：00
場　所：社会医療法人財団大樹会　総合病院　回生病院　5階 講堂　　
内　容：災害に備える ～もし今南海トラフ地震が起こったら～
　　　　（詳細は日臨技HPアップロードの開催案内をご参照ください）
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参加申込をお願いします
締切り：平成29年11月1日（水）

⑩　平成29年度 第1回 遺伝子染色体検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：南原しずえ　 ☎ 0877－62－1000
日　時：平成29年12月3日（日）13：00～16：00
場　所：香川県立保健医療大学　106講義室
内　容：講演「核酸サンプルの取り扱いの注意点」 　白神　　博（サーモフィッシャーサイエンティフィック）
　　　　実習「血液からのRNA抽出・濃度測定」
定　員：20名
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点
申込み：詳細は別途送付する案内状に記入しFAX返信をお願いします。

⑪　平成29年度 第1回 臨床化学検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：香西　宣秀　 ☎ 087－876－1145
日　時：平成29年12月3日（日）10：00～12：00
場　所：キナシ大林病院　3階会議室
内　容：キャリブレーションの方法と精度管理への活用法　　藤本　一満（倉敷芸術科学大学）
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

⑫　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
日　時：平成29年12月9日（土）8：40～16：00
場　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2階　第4実習室
内　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（昼食はこちらで準備いたします）　　　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。

⑬　平成29年度 第3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12月9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（２）
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

⑭　平成29年度 第2回 微生物検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：西村　恵子　 ☎ 0877－62－1000
日　時：平成29年度12月9日（土）13：30～16：30
場　所：香川県社会福祉総合センター　第2中会議室
内　容：1）微生物検査技師へ　知っておきたい基本と考え方（仮）　宮本　仁志（愛媛大学医学部付属病院）
　　　　2）細菌検査のよもやま話（仮）　　　　　　　　　　　　　根ヶ山　清（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

＊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。
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北島　万由（社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院）

　はじめまして。私は今年の4月から回生病院で勤務しています、北島万由と申します。3月に香川県立保健医療

大学を卒業し、早5ヶ月が過ぎました。私は現在、生化学検査部門の担当をしています。異常値の対応や精度管

理など理解を深めていかなければならないことがあり、まだまだ至らない点が多く、先輩方に指導を受けながら

日々新しいことを学んでいます。学生の頃とは違い、自分の行動1つ1つに責任を持って行動するように心掛けて

います。

　そして今回、7月30日に開催されました香川県新入会会員研修会とビアパーティに参加させていただきまし

た。研修会では臨床検査技師として働いていく上で重要なことを知ることができました。

　はじめに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の説明をしていただきました。技師会での

詳しい内容や活動、そして構成や人数を知ることができました。

　次に医療事故防止についてのお話では、働く中でいつ起こってもおかしくなく、起こらないようにするために

注意していかなければいけないことを学びました。その中で特に印象に残ったのがスイスチーズモデルです。小

さなミスが起こるが患者さんにまで影響は及ばない場合と小さなミスが重なってチーズの穴を抜けるように偶然

が重なり事故が発生してしまう場合があるということでした。このように事故が起こらないためにも1つ1つ確認

することの大切さを改めて感じました。自分が働いていく中でより一層気が引き締まりました。

　香臨技の精度管理業務のお話では精度管理の方法や重要性を学びました。生化学検査部門の担当をさせていた

だいているので、精度管理についてもっと理解を深めていきたいと思いました。

　技師会広報活動についてのお話では、各施設で行っている活動について知りました。大学生の時に、まんでが

んや香川県立保健医療大学の大学祭で行われていた検査についての展示と体験に参加していました。当時は学生

だったため、地域の方々に詳細を聞かれてわからなかった時は、一緒にいてくださった検査技師の方に質問して

いました。その時検査技師の方はわかりやすく説明してくださりました。今度は、自分が検査技師の立場である

ということを自覚して、様々な広報活動に積極的に参加していき、来てくださった方に理解しやすい説明ができ

るようになりたいと思いました。

　研究班活動についてはそれぞれの各部門での研究活動について紹介していただきました。研究活動についてお

話を聞いていると、どの部門もとても興味が湧きました。昨年の研修会一覧をいただいた時、様々な研修会がこ

んなに行われていたのだと思いました。現在、配属は生化学部門ですが他の各部門についても積極的に学んでい

き知識を増やしていきたいと思いました。

　研修会の後のビアパーティでは様々な病院の先輩方や同期の方とお話することができました。先輩方からは何

を学んでいった方がいいか、どういう活動をしていった方がいいかなどを教えていただきました。研修会、ビア

ガーデン共に重く固い雰囲気ではなく先輩方と話やすい空間でとても貴重な時間を過ごさせていただきました。

同期の方たちとは気兼ねなく話すことができ、お互いの仕事の内容や今やっていることなどを話し、とても楽し

い時間を過ごすことができました。そして、同期の方たちが今様々なことを学んでいたり、挑戦していることを

聞くと、自分も頑張ろうと改めて思うことができました。ビアパーティ終了の時、あっという間に時間が経った

ように感じました。

　最後に新入会会員研修会、そしてビアパーティを企画していただきまし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致します。

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
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・ 編 集 後 記 ・

　金木犀の甘い香り、祭り太鼓の響き、朝夕の気温の変化、・・・五感で秋を感じる今日この頃です。
　技師会では、毎年10月に香川県立保健医療大学の大学祭に参加しています。当初は若い技師の方々が集ま
って企画し参加していましたが、現在はそれを引き継ぐかたちで幅広い年齢層の方々にご協力いただき、続
けています。
　また、11月には全国「検査と健康展」があり、一般の方を対象に無料健康チェックなどを行い、臨床検査
の啓発を行っています。これらのイベント開催ノウハウは、以前に香臨技が行った「健康まつり」の経験が

現在、香川大学医学部附属病院、（公財）香川県総合健診協会、その他の求人があります。

詳しくは、香臨技ホームページをご覧ください。

 

～ 香臨技 求人情報 ～

全国「検査と健康展」
開催のお知らせ

　日本臨床衛生検査技師会では、全国47都

道府県で「検査と健康展」を開催していま

す。

　香川県では11月18日（土）にサンポートホ

ール高松1階市民ギャラリーにて開催いたし

ます。皆様多数のご来場をお待ちしており

ますので、ご家族、お友達、お知り合いの方

にもお知らせくださいますようお願いいたし

ます。

*スタッフ募集中！

（問合せ先：小林　万代（海部医院）

　TEL 087-843-3666

　Eメール kobaboobu0128@hotmail.co.jp）

活かされています。さらに、11月11日、12日には来年香川県で開催される「中四国支部
医学検査学会」のPRのために山口県に行きます。着ぐるみや広報キットの配布、懇親会
でのPRで来年に向けての気運を盛り上げます。
　先人たちが築いてくれた道筋。過去と現在をつなぎ「未来設計」を描くと、「今すべき
こと」が見えてきます。
　さあ、みんなで一緒に楽しく、実り多き秋の時間を過ごしませんか！

小林　万代（海部医院）

 




