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臨検タイムス香川（268号） ２０１７年１１月

発行者：高　橋　宗　孝一般社団法人 香川県臨床検査技師会

　平成29年6月23日（金）に開催された一般社団法人日本臨床衛生検査技師会の創立65周年・法人化55周年記念

式典（東京）にて、香川県臨床検査技師会の高橋宗孝会長と宮川朱美副会長が「厚生労働大臣表彰 臨床衛生検査

業務功労者表彰」を受賞されました。

　この賞は臨床検査の普及と発展に顕著に貢献した臨床検査技師に贈られるもので、長年にわたり臨床衛生検査

業務を通じて、国民医療の向上に寄与した功績が評価されたものです。

　5年に1度厚生労働大臣から授与される栄誉ある表彰であり、全国の臨床検査技師93名が受賞されました。

「厚生労働大臣表彰」受賞

①　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）

②　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

《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 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）

④　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。

⑤　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

⑥　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した。

⑦　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

⑧　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）薬剤感受性検査の現状と展望　　　　　　　　　　　　光岡　　聡（栄研化学株式会社）
　　　　2）微生物検査における知っておきたい基本と考え方　　　宮本　仁志（愛媛大学医学部附属病院）
　　　　3）細菌検査のよもやま話（仮）　　　　　　　　　　　　根ケ山　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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　日　　　　　時　：　平成29年10月21日（土）　10：00～15：00
　場　　　　　所　：　香川県立保健医療大学　講義棟　201講義室
　来　場　者　数　：　180名　　　　        
　アンケート回収　：　148名（男性 41名、女性 101名、性別未記入 6名）
　アンケート回収率：　82％

香川県立保健医療大学 大学祭「検査と健康展」アンケート集計
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年代別来場者数 ① 一番受けたかった検査は何ですか（複数回答あり）
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・10代と40代、50代が多いのは、中高生が友達同士や家族と一緒
に大学の見学に来ているためだと考えられる

・70代は、健康に関心のある地域の方々だと思われる

・臨床検査技師を知っていた方が多かったが、知らない方もおられた
このようなイベントを通して周知していくことが大切だと思う

・血管年齢、骨年齢を受けたかった方が多かった

男性 女性
1、よかった 2、ふつう 3、よくなかった1、よくわかった 2、ふつう 3、わからなかった

男性 女性

（人数） （人数）

② 検査説明はわかりやすかったですか ③ 展示コーナーはいかがでしたか
（人数） （人数）

男性 女性
1、よく知っていた 2、少し知っていた 3、知らなかった1、よく知っていた 2、少し知っていた 3、知らなかった

男性 女性

④ 臨床検査技師をご存じでしたか ⑤ 臨床検査検査技師の仕事をご存じでしたか
（人数） （人数）
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⑥ 今回の「検査と健康展」についてのご感想をお聞かせください
（男性）
1、とてもよかった。また来ます。（42歳）
2、日頃しない検査ができて良かった。血液の中の細胞を見ることができて参考になった。

検査を体験したり、皆さんと話す機会があり、臨床検査がどのようなものなのか実感できて良かった。（43歳）
3、皆さん親切で素晴らしい。（44歳）
4、毎年検査してもらってます。（66歳）
5、今までしたことがない検査だったので、よかった。展示物は少し奥のほうで分かりにくかった。（67歳） 
6、エコーも臨床検査技師がするんですね。（43歳）
7、検査の仕組みをわかりやすく展示してもらえれば、さらに良かったと思う。（54歳）
8、肺年齢ではマウスピースの口径が大きいため、空気がもれたかも。
      頸動脈エコーは初めてでしたが、数値が表示され安心した。（70歳）
9、糖尿病の検査もしてほしい。（66歳）
10、僕は将来、臨床検査技師になりたい。（8歳）

（女性）
1、自分の体のことを改めて知ることができてよかった。（42歳）
2、今までしたことがない検査がいろいろできて楽しかった。（20歳）
3、血圧測定は腕が痛かった、肺年齢の検査は苦しくて大変だった。（9歳）
4、 いろんな事を調べたりして、とても大変な仕事だということがわかった。（37歳）
5、初めての検査だったので不安だったが、お話を聞いてよく理解できた。健康の有難さを改めて感謝。（75歳）
6、今回検査を受けて、健康にもっと気を使うようにしたいと感じた。（35歳）
7、病院で検査室があるのを見ますが、どんなことをしているのか少しわかりました。（71歳）
8、血液検査があればよかった。（53歳）
9、知らなかったことが多かったので、知識になりました。（50歳）
10、フレンドリーな人達ばかりだったのでとても接しやすかった。来年もまた来たいです。（15歳）
11、肺年齢検査のかけ声が面白かった。（16歳）
12、尿検査についての説明が面白かった。微生物が動くのにはびっくりした。（16歳）
13、初めて受けましたが、今後は気を付けて健診をきちんと受けようと思います。（45歳）
14、顕微鏡が見れて良かった。（18歳）
15、検査の後の説明がとてもわかりやすかった。（17歳）
16、ウイルスや赤血球などをズームして見るのは初めてで、興味を持った。（11歳）
17、スムーズに検査が流れてよかった。（69歳）
18、体組成の測定、筋肉が少なくなっているかなど知りたい。（50歳）
19、骨密度の結果でショックを受け、食生活の改善とウォーキングをがんばろうと思いました。（60歳）
20、看護学生ですが、臨床検査技師さんの仕事を学べて良い経験になりました。（18歳）
21、糖尿病の検査もしてほしかった。（68歳）

⑦ その他　：　スタッフアンケート
1、最初は説明するのも難しかったけど、だんだん慣れてきてお客さんに上手く伝えられたときは嬉しかった。
2、他の病院の方と交流ができてとてもよかった。
3、普段はあまり検査説明をしないので、今回はする機会があってためになった。
4、ベテランの技師さんに頸動脈エコーを教えてもらったので、これからの業務に活かしたい。

今後も積極的にイベントに参加して、たくさんの技師さんと仲良くなりたい。
5、午前中はバタバタしたが、流れが決まっていたので、スムーズに進んだ。

これをきっかけに検診を受ける人が増えたり、検査技師の仕事を知ってもらいたい。
6、雨にもかかわらず、予想以上の来客があり、安心しました。毎年の恒例行事として来られる方もいて、その期

待の大きさを感じた。
7、普段行っている業務とは異なる内容なので、戸惑うこともあるが、そのためにいろいろ調べるので、勉強にな

る。
8、地域の人々や他の病院の方々と関わることができて、とても良い経験になった。
9、お昼ご飯、おいしかった。　地域の方々に「ありがとう」と声をかけられてすごくやりがいを感じた。
10、一般検査の展示がとてもよかった。
11、展示は最初の興味をひくのが難しいが、動画は好評だった。
12、前日準備は少人数で行うので、段取りや役割分担がもっとしっかりできていたらよかったなと思う。
13、たくさんの方と話すことで、コミュニケーション能力が養われ、日々の生活の様々な場面で役に立つと思

う。

　　＊香川県立保健医療大学大学祭の「検査と健康展」にご参加、ご協力いただき、ありがとうございました。
　　　今後も新しい企画などを取り入れ、楽しいイベントにしていきたいと思います。皆様のご意見をよろしく
　　　お願いいたします。
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明神　　翼（香川大学医学部附属病院）

　平成29年10月21日(土)、香川県立保健医療大学「橄欖祭」の中で香川

県臨床検査技師会による「検査と健康展」が開催されました。私は、今

年度より香川大学病院に入職し、香臨技に加入させていただいており、

今回が初参加となりました。私の出身大学では、大学祭に技師会の出展

ブースは無かったことから、「検査と健康展」は関心のある活動の一つ

でした。

　「検査と健康展」の内容は大きく分けて二つあります。一つは無料健

康チェックコーナーで、血管機能検査、骨量検査、肺機能検査、頸動脈

超音波検査を実施し、結果について検査技師が簡単な説明を行いまし

香臨技主催「検査と健康展」に参加して

平成29年度香川県立保健医療大学大学祭の「検査と健康展」にご参加、ご協力いただきました
みなさまに心より御礼申し上げます。　　　　　　　　　　広報部長  小林　万代（海部医院）

（ももちゃんの肺活量は？？） （お疲れ様でした ） （尿検査 模擬体験） 

（後列の右端が明神さんです）

た。もう一つは臨床検査模擬体験で、顕微鏡を用いた標本観察やパネル展示を通して、検査技師の日常を体験し

ていただきました。

　当日は、台風の接近で悪天候に見舞われましたが、10時の開始と共に多数の方々が来場し、小さなお子様から

ご年配まで幅広い年齢層の方に足を運んで頂きました。無料健康チェックの予定人数100名を超える大盛況とな

り、来場者から「昨年も検査しに来ました」「このイベントを楽しみにしていました」といった声を多数耳にし

ました。ボランティアスタッフ一同で香臨技オリジナルTシャツに袖を通し、出展ブース内がオリーブカラーに

染まる様は一体感があり、学生時代に大学祭で屋台運営していた時の高揚感を思い出しました。

　私は、肺機能検査を担当し、努力性肺活量(FVC)を測定しました。来場者は、顔を真っ赤にしながら一生懸命

検査に取り組んで下さり、「もう一回やってもいいですか？」とやり直しを求める場面も見受けられました。結

果は、性別、身長、一秒量（FEV1）から肺年齢を算出してお伝えし、実年齢より若い結果が出ると笑顔がこぼ

れていました。中には、上手く検査が行えずに参考値を返した方もいましたが、肺年齢が高くても肺活量等は正

常範囲内であることや、どうすればもっと上手に検査ができるかを伝えると頷いて理解して下さり、終始和やか

な雰囲気でイベントを終えることができました。検査になじみの無い方々に対して、一から検査方法を説明し、

結果を分かりやすく伝える難しさを痛感しましたが、日頃の職場では経験できない気づきや学びの多い一日でし

た。また、親子で来られた方から「どうして医療職の中から臨床検査技師を選んだのですか」といった質問を受

けることがありました。臨床検査技師は、他の医療職と比較すると認知度の低い職業ですが、臨床検査の啓発活

動を通じて身近に感じ、興味を持って下さることが大変嬉しかったです。

　「検査と健康展」では他施設の検査技師の方々と交流できる良い機会でもあります。私は、日常業務の中で血

液検査を担当しており、肺機能検査等に関しては学生時代の実習以来となりましたが、KKR高松病院の川崎さん

をはじめ、多数の方々にご指導いただき大変勉強になりました。各検査ブースで知識のある責任者の方が就いて

おり、些細な質問にも答えて下さるので、若手の検査技師でも安心して参加できると思います。学会や勉強会で

は、自分の担当分野での繋がりが主となりますが、「検査と健康展」では様々な部署の方と知り合うことができ

ました。また、香臨技新入会会員研修会ぶりに同期の方々とも情報交換ができ、頑張っている様子を聞くと今後

の励みになりました。

　香川県では、「検査と健康展」は毎年2回開催されており、第2回は11月18日(土)にサンポートホール高松で開

催されています。今回都合がつかなかった方や少しでも気になった方は、次回以降ぜひ参加してみてください。

「検査と健康展」に参加された皆様、関係者の方々は大変お疲れ様でした。今後ともご指導、ご鞭撻の程よろし

くお願い致します。
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平成29年度「日臨技精度保証施設認証制度」の申請について

・ 編 集 後 記 ・

　日増しに冬の訪れを感じ初め、朝晩はめっきり寒くなって参りました。

　さて、10月21日（土）に香川県立保健医療大学で大学祭が行われまし

 
　日臨技では、臨床検査の信頼性を維持管理するため、「標準化され、かつ、精度が十分保証されていると評価で

きる施設」に対し、精度保証施設として認証する制度を平成22年に発足し、現在、47都道府県で742施設が認証

されています。さらに、高品質な臨床検査値の提供と、国民の皆様への「安心・信頼の可視化」を目指して、本

制度の普及を推進しています。臨床検査の重要性を鑑み、是非とも認証申請されますようご案内申し上げます。

　　　　　* 請書類受付期間　：　平成29年10月2日（月）～11月30日（木）

　　　　　* 申　請　手　順　： 「精度保証施設認証制度の申請書類」欄より申請書類をダウンロードし、

　　　　　　　　　　　　　　　　資料を揃えて日臨技へ郵送してください。

　　　　　* 申　請　費　用　：　50,000円

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講促進のお願い

　日臨技では、この事業を5年間の継続事業として展開していますが、開催回数や開催場所については継時的に

縮小していく予定です。つきましては、国家資格の一部追加として開催されている講習会であることを今
一度、皆様に周知、ご理解していただき、早期の受講を促進いただけますようお願いいたします。

「医療安全推進週間」について

2017年11月19日（日）～11月25日（土）（毎年度 11月25日を含む1週間）

　厚生労働省では、平成13年から「患者の安全を守るための医療関係者の共同行動（PSA）」と命名し、総合的

な医療安全対策を強力に推進しています。その取り組みの一環として、11月25日（いい医療に向かってGO）を

含む１週間を「医療安全推進週間」と定め、医療関係者の意識向上や、国民の理解を深めていただくための様々

な事業を実施しています。

かんが

　たけべ乳腺外科クリニック、太田病院、香川県立丸亀病院、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。

　求人募集依頼の連絡先：唐木 孝雄（福祉部長）アドレス：karaki-t@ozzio.jp　

香臨技
求人情報

た。雨天での開催となり、来場者の心配をしておりましたが、例年通り多くの来場者がありました。スタッ

フとして準備や当日の活動に参加された方、大変お疲れさまでした。

森西　起也（香川県立保健医療大学）
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