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臨検タイムス香川（274号） ２０１８年５月

発行者：荒　井　　　健一般社団法人 香川県臨床検査技師会

香川県臨床検査技師会　会長　荒井　　健（香川大学医学部附属病院）

　今年度から香川県臨床検査技師会の会長を務めさせていただくことになり

ました香川大学医学部附属病院の荒井です。私は高橋前会長のもと4年間副会

長を務めさせていただきました。この4年間には検体採取講習会、検査と健康

展、検査説明講習会など、これまでに行われていなかった日臨技の新しい企

画が多数行われました。また、一昨年夏には日臨技宮島会長の参議員選挙出

馬という出来事もありました。この選挙に関しては、香川県は宮島会長の地

元である長野県に次ぐ全国第2位の得票率で、香川県臨床検査技師会の組織力

の高さを全国にアピールすることができました。いずれの行事も高橋会長の

指揮のもと、思った以上の成果を得られたと思います。このような高橋会長

の後を引き継ぐのは大変重荷に感じるのですが、本年度も引き続きより良い

会長就任のご挨拶

技師会活動を進めて行けるよう努力していきたいと思っています。今後とも皆様のご支援・ご協力を賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。

　さて、今年度の香臨技活動の最重要課題は、何といっても平成30年度中四国支部医学検査学会を成功させるこ

とにあります。この学会は中四国9県の持ち回り開催ですので、就職して9年目までの方は初めての開催県を経験

することになります。すでに学会参加や学会発表を経験されている方も、開催県で学会運営を経験することは、

今後の臨床検査技師活動を続けていく上で大変貴重な経験になると思います。開催に向けての準備、学会当日の

運営、講師・来客の接待など、日々の業務では経験できないことを体験できます。実行委員はすでに活動してい

ますが、学会当日のお手伝いをしていただく実務委員としても、ぜひ多数の皆様にご協力いただきますようお願

いいたします。

　その他の活動としては、4年目を迎える検体採取講習会が7月21日（土）22日（日）にレクザムホールで開催さ

れます。本年度から高松での開催は年1回となり、来年度で終了予定となっています。香川県は講習会修了率が

76.7％と全国でも3位の高い修了率となっています。香川県技師会員でまだ受講されていない方は、早めに受講

していただきますようお願いいたします。また、日臨技主催により各県で開催される全国「検査と健康展」につ

いては、今年度は10月20日（土）に香川県立保健医療大学大学祭で行う予定です。また、昨年6月に可決された医

療法改正で、検体検査の精度管理の重要性がこれまでにも増して注目されています。香川県臨床検査技師会とし

ても県内の各施設が改正法に準拠できるようサポートしていきたいと考えています。

　話は変わりますが、先日、ある報道番組で「プロボノから得られるものは」という特集がありました。プロボ

ノとは、ラテン語で「公共善のために」を意味する「pro bono publico」の略で、各分野の専門家が自分の専門

知識や経験を生かして社会貢献する活動のことだそうです。元々はアメリカやイギリスの法律関連職の人々が、

無報酬で行う公益事業のことを指していたようですが、今では様々な職業の人がプロボノ活動を行っています。

同じく社会貢献活動であるボランティアとの違いはどこにあるのかというと、無報酬で他人のために働くという

意味では共通していますが、プロボノが自分で培ってきたスキルを活かした活動であるのに対して、ボランティ

アはそうでないというところです。プロボノは自分の得意分野を活かせるため生産性の高い活動ができ、自分自

身のスキルアップにもつながります。技師会で行っている検査と健康展やボランティア活動は、まさにプロボノ

活動に当たるといえます。超高齢化社会を迎えようとしている現在、我々のプロボノ活動は健康に対する啓蒙活

動として、十分に社会貢献できるものであると思います。さらに我々もその活動を通じてスキルアップしていく

ことができれば、得るものは大きいと思います。

　これからは、技師会活動が検査技師のためだけではなく、社会のためにもなるという大きな目標・精神を持っ

て前向きに行っていきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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①　平成30年度 第1回 一般検査研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：永田　啓代　 ☎ 0877－62－1000
日　時：平成30年6月15日（金）19：00～20：30
場　所：キナシ大林病院　3階会議室
内　容：尿定性について（仮題）　栄研化学株式会社
　　　　尿沈渣について（仮題）　シスメックス株式会社
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

②　平成30年度 第1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30年6月16日（土）14：00～16：00
場　所：高松赤十字病院　研修センター2階　大研修室
内　容：講演１；輸血検査の基礎（仮）講師は未定（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社）
　　　　講演２；血液製剤の基礎　　　佐藤美津子（香川県赤十字血液センター）
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点
※駐車場について…満車の場合は、近隣の駐車場をご利用下さい。

③　平成30年度 第1回 生理検査研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：渡邉かおり　 ☎ 087－831－1701
日　時：平成30年6月17日（日）10：00～12：00
場　所：高松赤十字病院　4階会議室
内　容：第1部. 呼吸機能検査（入門編）、第2部. 心肺運動機能検査（入門編）
　　　　　　　中塚　惇（ミナト医科学）、　　 清水　恭（日本光電）　
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参加登録をお願いします。

④　平成30年度 香臨技・四県合同研修会（免疫血清検査研究班）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：谷本　光章　 ☎ 087－877－0111
日　時：平成30年6月24日（日）9：00～15：30
場　所：香川県立保健医療大学　講義棟3階大講義室
内　容：主　題；「自己免疫疾患」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。
期　限：平成30年5月25日（金）

⑤　平成30年度 髙臨技・四県合同研修会（生理検査研究班）　　　  　　　　　　　　　  連絡責任者：宮元　祥平（高知医療センター）　 ☎ 087－837－3000
日　時：平成30年7月1日（日）10：00～15：30（受付 9：00～）
場　所：高知大学医学部附属病院　臨床講義棟　第3講義室　　高知県南国市岡豊町小蓮185-1
内　容：テーマ「更なるベースアップを目指して　～ 匠から学ぶ生理検査 ～」
　　　　1）心肥大・心不全患者の原因を同定するのはあなただ！　久保　　亨（高知大学医学部老年病・循環器内科）
　　　　2）乳癌診療における超音波の有用性 －画像と病理の対比を中心に－　杉本　健樹（高知大学医学部付属病院乳腺センター）
　　　　3）脳波判読の基本：脳波は脳の心電図！　　　　　　　　古谷　博和（高知大学医学部神経内科）
　　　　4）不整脈の心電図診断と治療 －頻脈性不整脈を中心に－　山本　克人（高知医療センター 医療局 循環器内科）
参加費：日臨技会員　3,000円（弁当代含む）、日臨技非会員　8,000円（弁当代含む）
申込み：申込書に記入の上、三崎　美江（香川県済生会病院）に提出  TEL 087-868-9523(D-in) FAX 087-868-9733
締切り：平成30年6月5日（火）　　定　員：300名

⑥　平成30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30年7月7日（土）14：00～16：00
場　所：香川大学医学部　臨床教育開発棟 スキルスラボ
内　容：日臨技骨髄像研修会2017伝達講習　他1題は未定　　藤村　一成（三豊総合病院）
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

⑦　平成30年度 第2回 生理検査研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：川崎　由香　 ☎ 087－861－3261
日　時：平成30年7月22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
内　容：神経伝導検査（顔面神経を含む）　　和田　晋一（香川県立保健医療大学）
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参加登録をお願いします。

⑧　平成30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30年７月29日（日）10：00～12：00　
場　所：香川大学医学部附属病院 検査部
内　容：初任者向け血液検査の基礎（仮）　　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

＊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。

《研修会のご案内》
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開 催 日 時：平成30年4月22日（日）10：20～12：00
開 催 場 所：香川県高松市牟礼町原281番地1　　香川県立保健医療大学　講義棟３階大会議室
出 席 会 員 数：正会員総数　675名中、出席者　152名　　　有効委任状総数　351名
出 席 理 事：高橋 宗孝、宮川 朱美、荒井　健、山本 直子、泉宮　剛、横内 美和子、小林 万代、
　　　　　　　小原 浩司、松村 孝雄、森本 弘美、太田 安彦、平内 美仁、高杉 淑子
出 席 監 事：多田 達史
議　　　　長：谷本 光章（四国中検　香川検査所検査部）
副　 議 　長：三崎 美江（香川県済生会病院）
書　　　　記：永田 啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、梶川 知恵（さぬき市民病院）
議事録署名人：平松 知佳（香川県立中央病院）、杉　理恵（香川県立中央病院）

議長が決定するまで山本事務局長が進行を務めた。

１．開会の辞
　　宮川副会長が「開会の辞」を述べた。
２．会長挨拶
　　高橋宗孝会長が挨拶を行った。
３．議長、副議長選出
　　議長の選出については執行部推薦に同意がされ、谷本　光章（四国中検　香川検査所検査部）、三崎　美江

（香川県済生会病院）が提案し承認された。
４．議長挨拶
　　両氏は議長席に着き、就任挨拶し、本日の総会は定款第18条、第20条および第21条に基づき定款所定数を

満たしたので、成立したと宣言し、次の者を書記及び議事録署名人に指名した。
　　（1）書記　２名　　永田　啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、梶川　知恵（さぬき市民病院）
　　（2）議事録署名人　２名　　平松　知佳（香川県立中央病院）、杉　理恵（香川県立中央病院）
５．議案審議
　　第１号議案　　　平成29年度事業報告について
　　平成29年度事業の総括を高橋会長より報告があった。
　　総括
　　１）平成29年度は「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を２回開催した。
　　２）平成29年度第41回香川県医学検査学会を平成29年4月23日、香川大学医学部大学 臨床講義棟で開催した。
　　３）新（再）入会研修会を平成29年7月30日（日）サンポート高松において開催した。
　　４）「検査と健康展」を10月21日（土）、11月18日（日）の２回開催した。
　　５）香川県より委託された香川県精度管理調査を平成29年10月31日に実施した。
　　６）親睦ビアパーティを平成29年7月30日（日）、JRホテルクレメントにて開催した。

　　山本事務局長より事務局報告があった。
　　事務局報告
　　１）平成29年度定時総会を平成29年4月23日（日）に香川県立保健医療大学　講義棟3階大講義室で開催した。
　　２）平成29年度香川県臨床検査技師会理事会を６回開催した。（３月に追加開催）
　　３）平成29年度　日臨技主催「検査と健康展」を平成29年11月18日サンポートホール高松ホール棟１階市

民ギャラリーにおいて臨床検査専門医会医師１名のご協力のもと開催した。（来場者120名）

　　横内学術部長より学術部会報告があった。
　　学術報告
　　１）平成29年度第41回香川県医学検査学会を平成29年4月23日に香川大学医学部　臨床講義棟２階で開催し

た。学会テーマは「感染症にそなえる　～検査室の役割・検査技師の使命～」
　　２）学術誌発行
　　　　Vol.31 No1 2017　第41回香川県医学検査特集号（平成30年4月1日発行）
　　　　Vol.31 No2 2017　香川県臨床検査技師会誌（平成29年12月31日発行）

平成30年度 定時総会議事録

 

第42回 香川県医学検査学会開催される

 

（森　由弘 先生） （シンポジストの皆様） 

　　３）学術部会を４回開催した。
　　４）平成29年度香川県臨床検査技師会　新（再）入会研修会を学術部主催研修会として平成29年7月30日

（日）サンポート高松　第55会議室で開催した。

　　小林広報部長より広報部報告があった。
　　広報活動報告
　　１）広報誌「臨検タイムス香川」の編集と発行を12回行った。
　　２）香川県臨床検査技師会主催「検査と健康展」を平成29年10月21日香川県立保健医療大学講義棟201講義

室において開催した。健康チェック、検査説明、検査体験コーナー、パンフレット配布による予防、健
康増進活動を行った。（来場者180名）

　　小原理事より福祉部報告があった。（唐木福祉部長欠席の為）
　　福祉部報告
　　１）香臨技ホームページの掲示板を利用した求人・求職活動を行った。
　　　　技師会ホームページの活用をもっとお願いしたい。
　　２）平成29年7月30日香川県臨床検査技師会親睦会を新（再）入会研修会のあと受講した新入会員を含めJR

ホテルクレメントにおいて開催した。（レクレーション委員会）

　　宮川精度管理委員長より精度管理委員会報告があった。
　　精度管理委員会
　　１）外部精度管理実施項目
　　　　臨床化学検査部門：26項目
　　　　血液検査部門：血球算定　末梢血塗抹標本作製および白血球分類
　　　　輸血部門：血液型判定　不規則性抗体検査
　　　　一般検査部門：尿沈査フォトサーベイ
　　　　生理検査部門：心電図検査・心臓超音波検査・脳波検査・神経生理検査問題
    　　　微生物検査部門：微生物関連フォトサーベイ、塗抹標本の染色と鏡検
　　　　病理細胞検査部門：組織標本の染色サーベイ（PAS染色）
　　２）参加施設91施設（案内状送付129施設）
　　３）外部精度管理調査実施タイムスケジュール
　　　　案内状送付：平成29年9月29日、試料発送：平成29年10月31日
　　　　結果回収：平成29年11月10日、 報告書発送：平成30年2月16日
　　４）香川県精度管理研修会が平成30年3月18日香川県社会福祉総合センター　１階コミュニティーホールに

おいて開催された。
　　第２号議案　　　平成29年度決算報告について
　　　泉宮経理部長より、別紙決算報告書につき、決算報告を行った。
　　第３号議案　　　平成29年度監査報告について
　　　多田監事より３月５日に多田監事、安毛監事両名により監査が行われ、会計、各種帳簿及び各附属明細書

はいずれも適正かつ正確なものと認められ、平成29年度の事業は適正に遂行された旨が報告された。

　　平成29年度公益目的支出計画の実施報告書の承認について
　　　公益目的支出計画の実施報告書の内容、県への提出について高橋会長が説明を行った。
　　　議長より第１号議案から第３号議案までの質問事項を受け付ける旨の発言があったが、質疑応答はなく、

採決が行われた。
　　第１号議案　　　平成29年度事業報告について
　　第２号議案　　　平成29年度決算報告について
　　第３号議案　　　平成28年度監査報告について
　　上記内容の採決が行われ、拍手多数により報告通り、上記議案につき承認された。
　　第４号議案　　　入会金及び会費等に関する規定変更案について
　　　高橋会長より入会金及び会費等に関する規定変更案について説明があった。
　　　１）一般会員県年会費を7,000円とする
　　　【増額理由】
　　　　・平成24年度より県への提出書類作成を委託している税理士、司法書士等への支払い
　　　　・技師会会館の老朽化に伴う修理、立て替え費用発生に備える
　　　　・技師会所有の電子機器更新、通信料
　　　　・臨床検査技師としてのPR活動強化
　　　　・研修会活動実務委員に対する活動費、旅費等の支給
　　　　・ホームページの充実に伴う管理料増加
　　　　・消費税8％　→　10％
　　　　・中四国支部　各県の県会費、他医療団体の会費状況
　　　２）賛助会員を個人と法人に分け、賛助会員（個人）7,000円　賛助会員（法人）30,000円とする。
　　　【理由】退職者等から香川県のみ会員を認めてほしいとの要望があったため賛助会員（個人）として対応

したい
　　香川県立保健医療大学　立石会員より質問があった
　　◎執行部として、会費を上げたいという希望ではなく、上げなければならないという強い理由・意志を説明

してほしい。

　　高橋会長
　　・現在、毎年の会計がようやく黒字の状態である。電子機器の買い替え等があるだけで厳しい。技師会館の

修繕等大きな支出が発生した場合、現状では対応できない。
　　・現状の会費で運用するとなると、大きな支出が発生した場合は臨時総会で決議すれば臨時会費を徴収でき

るが、臨時総会開催の手間、費用また、臨時会費徴収はその時の会員のみとなるなど問題が多い。事前に
会費を上げて広く負担をお願いしたい。

　平成30年4月22日（日）、香川県立保健医療大学にて、第42回香川県医学検査学会が開催されました。テーマ
は、「呼吸疾患へのアプローチ」で、一般演
題５題とKKR高松病院の森　由弘先生による
教育講演がありました。シンポジウムでは、
生理検査、微生物検査、病理検査、臨床化学
検査の各部門から呼吸器疾患に対する取り組
みが紹介されました。
　定時総会のあと、香川県臨床検査技師会永
年会員表彰（今年度受賞者は８名）が行わ
れ、代表者２名が高橋会長から賞状と記念品
を受けられました。
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開 催 日 時：平成30年4月22日（日）10：20～12：00
開 催 場 所：香川県高松市牟礼町原281番地1　　香川県立保健医療大学　講義棟３階大会議室
出 席 会 員 数：正会員総数　675名中、出席者　152名　　　有効委任状総数　351名
出 席 理 事：高橋 宗孝、宮川 朱美、荒井　健、山本 直子、泉宮　剛、横内 美和子、小林 万代、
　　　　　　　小原 浩司、松村 孝雄、森本 弘美、太田 安彦、平内 美仁、高杉 淑子
出 席 監 事：多田 達史
議　　　　長：谷本 光章（四国中検　香川検査所検査部）
副　 議 　長：三崎 美江（香川県済生会病院）
書　　　　記：永田 啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、梶川 知恵（さぬき市民病院）
議事録署名人：平松 知佳（香川県立中央病院）、杉　理恵（香川県立中央病院）

議長が決定するまで山本事務局長が進行を務めた。

１．開会の辞
　　宮川副会長が「開会の辞」を述べた。
２．会長挨拶
　　高橋宗孝会長が挨拶を行った。
３．議長、副議長選出
　　議長の選出については執行部推薦に同意がされ、谷本　光章（四国中検　香川検査所検査部）、三崎　美江

（香川県済生会病院）が提案し承認された。
４．議長挨拶
　　両氏は議長席に着き、就任挨拶し、本日の総会は定款第18条、第20条および第21条に基づき定款所定数を

満たしたので、成立したと宣言し、次の者を書記及び議事録署名人に指名した。
　　（1）書記　２名　　永田　啓代（四国こどもとおとなの医療センター）、梶川　知恵（さぬき市民病院）
　　（2）議事録署名人　２名　　平松　知佳（香川県立中央病院）、杉　理恵（香川県立中央病院）
５．議案審議
　　第１号議案　　　平成29年度事業報告について
　　平成29年度事業の総括を高橋会長より報告があった。
　　総括
　　１）平成29年度は「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を２回開催した。
　　２）平成29年度第41回香川県医学検査学会を平成29年4月23日、香川大学医学部大学 臨床講義棟で開催した。
　　３）新（再）入会研修会を平成29年7月30日（日）サンポート高松において開催した。
　　４）「検査と健康展」を10月21日（土）、11月18日（日）の２回開催した。
　　５）香川県より委託された香川県精度管理調査を平成29年10月31日に実施した。
　　６）親睦ビアパーティを平成29年7月30日（日）、JRホテルクレメントにて開催した。

　　山本事務局長より事務局報告があった。
　　事務局報告
　　１）平成29年度定時総会を平成29年4月23日（日）に香川県立保健医療大学　講義棟3階大講義室で開催した。
　　２）平成29年度香川県臨床検査技師会理事会を６回開催した。（３月に追加開催）
　　３）平成29年度　日臨技主催「検査と健康展」を平成29年11月18日サンポートホール高松ホール棟１階市

民ギャラリーにおいて臨床検査専門医会医師１名のご協力のもと開催した。（来場者120名）

　　横内学術部長より学術部会報告があった。
　　学術報告
　　１）平成29年度第41回香川県医学検査学会を平成29年4月23日に香川大学医学部　臨床講義棟２階で開催し

た。学会テーマは「感染症にそなえる　～検査室の役割・検査技師の使命～」
　　２）学術誌発行
　　　　Vol.31 No1 2017　第41回香川県医学検査特集号（平成30年4月1日発行）
　　　　Vol.31 No2 2017　香川県臨床検査技師会誌（平成29年12月31日発行）

　　３）学術部会を４回開催した。
　　４）平成29年度香川県臨床検査技師会　新（再）入会研修会を学術部主催研修会として平成29年7月30日

（日）サンポート高松　第55会議室で開催した。

　　小林広報部長より広報部報告があった。
　　広報活動報告
　　１）広報誌「臨検タイムス香川」の編集と発行を12回行った。
　　２）香川県臨床検査技師会主催「検査と健康展」を平成29年10月21日香川県立保健医療大学講義棟201講義

室において開催した。健康チェック、検査説明、検査体験コーナー、パンフレット配布による予防、健
康増進活動を行った。（来場者180名）

　　小原理事より福祉部報告があった。（唐木福祉部長欠席の為）
　　福祉部報告
　　１）香臨技ホームページの掲示板を利用した求人・求職活動を行った。
　　　　技師会ホームページの活用をもっとお願いしたい。
　　２）平成29年7月30日香川県臨床検査技師会親睦会を新（再）入会研修会のあと受講した新入会員を含めJR

ホテルクレメントにおいて開催した。（レクレーション委員会）

　　宮川精度管理委員長より精度管理委員会報告があった。
　　精度管理委員会
　　１）外部精度管理実施項目
　　　　臨床化学検査部門：26項目
　　　　血液検査部門：血球算定　末梢血塗抹標本作製および白血球分類
　　　　輸血部門：血液型判定　不規則性抗体検査
　　　　一般検査部門：尿沈査フォトサーベイ
　　　　生理検査部門：心電図検査・心臓超音波検査・脳波検査・神経生理検査問題
    　　　微生物検査部門：微生物関連フォトサーベイ、塗抹標本の染色と鏡検
　　　　病理細胞検査部門：組織標本の染色サーベイ（PAS染色）
　　２）参加施設91施設（案内状送付129施設）
　　３）外部精度管理調査実施タイムスケジュール
　　　　案内状送付：平成29年9月29日、試料発送：平成29年10月31日
　　　　結果回収：平成29年11月10日、 報告書発送：平成30年2月16日
　　４）香川県精度管理研修会が平成30年3月18日香川県社会福祉総合センター　１階コミュニティーホールに

おいて開催された。
　　第２号議案　　　平成29年度決算報告について
　　　泉宮経理部長より、別紙決算報告書につき、決算報告を行った。
　　第３号議案　　　平成29年度監査報告について
　　　多田監事より３月５日に多田監事、安毛監事両名により監査が行われ、会計、各種帳簿及び各附属明細書

はいずれも適正かつ正確なものと認められ、平成29年度の事業は適正に遂行された旨が報告された。

　　平成29年度公益目的支出計画の実施報告書の承認について
　　　公益目的支出計画の実施報告書の内容、県への提出について高橋会長が説明を行った。
　　　議長より第１号議案から第３号議案までの質問事項を受け付ける旨の発言があったが、質疑応答はなく、

採決が行われた。
　　第１号議案　　　平成29年度事業報告について
　　第２号議案　　　平成29年度決算報告について
　　第３号議案　　　平成28年度監査報告について
　　上記内容の採決が行われ、拍手多数により報告通り、上記議案につき承認された。
　　第４号議案　　　入会金及び会費等に関する規定変更案について
　　　高橋会長より入会金及び会費等に関する規定変更案について説明があった。
　　　１）一般会員県年会費を7,000円とする
　　　【増額理由】
　　　　・平成24年度より県への提出書類作成を委託している税理士、司法書士等への支払い
　　　　・技師会会館の老朽化に伴う修理、立て替え費用発生に備える
　　　　・技師会所有の電子機器更新、通信料
　　　　・臨床検査技師としてのPR活動強化
　　　　・研修会活動実務委員に対する活動費、旅費等の支給
　　　　・ホームページの充実に伴う管理料増加
　　　　・消費税8％　→　10％
　　　　・中四国支部　各県の県会費、他医療団体の会費状況
　　　２）賛助会員を個人と法人に分け、賛助会員（個人）7,000円　賛助会員（法人）30,000円とする。
　　　【理由】退職者等から香川県のみ会員を認めてほしいとの要望があったため賛助会員（個人）として対応

したい
　　香川県立保健医療大学　立石会員より質問があった
　　◎執行部として、会費を上げたいという希望ではなく、上げなければならないという強い理由・意志を説明

してほしい。

　　高橋会長
　　・現在、毎年の会計がようやく黒字の状態である。電子機器の買い替え等があるだけで厳しい。技師会館の

修繕等大きな支出が発生した場合、現状では対応できない。
　　・現状の会費で運用するとなると、大きな支出が発生した場合は臨時総会で決議すれば臨時会費を徴収でき

るが、臨時総会開催の手間、費用また、臨時会費徴収はその時の会員のみとなるなど問題が多い。事前に
会費を上げて広く負担をお願いしたい。
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　　・日臨技のみ会員となった場合、各県開催の研修会参加には県会費以上の負担を求められる。日臨技主催研
修会は通常通り参加可能である。

　　議長により採決が行われ、総会参加者賛成多数及び委任状数合計で過半数に達したので承認された。

　　第５号議案　　　名誉会員推薦について
　　　高橋会長より理事会で承認された名誉会員の推薦者が発表された。
　　　十川　聖三（そがわ　せいぞう）氏、山根　弘文（やまね　ひろふみ）氏、中島　健爾（なかじま　けんじ）氏
　　拍手多数により承認された。

　　平成30年度、31年度役員改選及び選任について
　　　議長より、本年度が役員改選の年であり、定款第24条に基づき、理事および監事が本総会の議決により選

任されるという発言があった。
　　　虫本選挙管理委員長より、一般社団法人香川県臨床検査技師会選挙規程により役員立候補届の期間である

平成30年3月5日より平成30年4月10日迄に別紙に記載された17名の立候補届を受け付け、審査の結果、候補
者全員が選挙規程第5条の立候補資格を有しており、第12条に基づき定数を超えていないため、立候補者を
当選人と定め、選挙の投票は行わないと報告した。

　　平成28・29年度役員は退席し、新役員立候補者が前へ整列した。
　　会場からの異議はなく拍手による採決の結果、拍手多数により立候補者は承認された。
　　　議長より、定款では会長および副会長は理事会の決議により選定されるため、理事は別室で理事会を開

き、会長および副会長等の選定を行う旨の発言があり、新役員は一時退場した。
　　　別室での理事会の結果、新会長および副会長が選定されたため、新役員が入場し、荒井会長による理事会

の報告と、新役員の自己紹介が行われた。

　　第６号議案　　　平成30年度事業計画案について
　　　荒井会長より平成30年度事業計画案が説明された。
　　　１）平成30年度は「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を１回開催予定である。今年で香川県で

の開催は最後の予定であるので未受講者は是非受講してください。
　　　２）平成30年度の日臨技共催「検査と健康展」は中四国学会が開催されるので開催いたしませんが、香川

県立保健医療大学祭での臨床検査普及活動、県民健康増進活動を開催予定である。
　　　３）共用基準範囲の普及をさらに広めていきたい。
　　　４）引き続き会報発行（臨検タイムス香川）、技師会誌発行、研修会活動、精度管理調査を行う予定であ

る。臨検タイムスは香川県臨床検査技師会ホームページを更新後、発行回数を減らす方向です。
　　　５）平成30年11月に香川県で開催の平成30年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会の準備

を進めていく予定である。皆様のご協力をお願いしたい。
　　第７号議案　　　平成30年度予算案について　
　　　小原経理部長より平成30年度予算案が説明され、平成30年度予算は平成29年度予算と大きく変わらない

が中四学会に向け交通費旅費等増加が予測される項目の予算額を増やしている旨が説明された
　　　　　　
　　議長より第６号議案から第７号議案までの質問事項を受け付ける旨の発言があったが質問はなかった。

　　第６号議案　　　平成30年度事業計画案について
　　第７号議案　　　平成30年度予算案について　
　拍手による採決の結果、拍手多数により提案通り、上記議案につき承認された。

７．総会役員解任
　　議長から総会役員解任の宣言がされ、谷本議長、三崎副議長から退任の挨拶があった。

ここからは山本事務局長が進行を務めた。

８．閉会の辞　　　
　　松村新副会長が「閉会の辞」を述べて平成30年度定時総会が閉会した。

以上の決議内容を確認し、議長、副議長、議事録署名人２名及び理事代表者が記名押印する。

　　　平成30年4月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　香川県臨床検査技師会　定時総会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　　谷本　光章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副　 議 　長　　　三崎　美江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人    　　平松　知佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　杉　　理恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　長　　　荒井　　健

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副　 会 　長　　　宮川　朱美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副　 会 　長　　　松村　孝雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 務 局 長　　　山本　直子
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・ 編 集 後 記 ・

　今年の４月に香川県立保健医療大学の臨床検査学科には、新入生として20名が入学し

ました。１年生と関わることは、担任や副担任でない限り、専門的な講義や実習が始まる

２年生にならないと機会がほとんどありません。私自身、まだ１年生と会ったことはほと

んどありませんが、これからの大学生活で関わっていくことが楽しみです。大学生とし

て、そして将来の臨床検査技師として成長することを期待しています。

森西　起也（香川県立保健医療大学）

～ 香臨技 求人情報 ～ 現在、美術館北通り診療所、香川労災病院、香川大学医学部附属病院、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。

日　　時  ；  平成30年4月22日（日）11：00～11：10
場　　所  ；  香川県立保健医療大学　講義棟3階大講義室前
出 席 者  ；  荒井、宮川、泉宮、横内、小林、松村、小原、平内、太田、森本、長町、立石、花川、多田、高橋、山本
欠 席 者  ；  高杉、時岡
司　　会  ；  荒井　　健
書　　記  ；  山本　直子
議事内容  ；  １．平成30・31年度役員の役割分担について

議事１．平成30・31年度役員の役割分担について
　　　　定時総会にて新役員が承認された後、役員の役割分担について協議した。協議結果は以下の通り。

平成30年度 第1回 理事会議事録

役 職 名

会  長

副 会 長

副 会 長

常 務 理 事

常 務 理 事

常 務 理 事

常 務 理 事

常 務 理 事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

監  事

監  事

氏　　　名

荒　井　　　健

宮　川　朱　美

松　村　孝　雄

山　本　直　子

長　町　健　一

小　原　浩　司

小　林　万　代

立　石　謹　也

泉　宮　　　剛

横　内　美和子

高　杉　淑　子

平　内　美　仁

花　川　準　司

太　田　安　彦

森　本　弘　美

多　田　達　史

高　橋　宗　孝

（精度管理委員長）

（事務局長）

（学術部長）

（経理部長）

（広報部長）

（福祉部長）

所　　　  　属

香川大学医学部附属病院

医療法人財団博仁会  キナシ大林病院

香川県厚生農業協同組合連合会  滝宮総合病院

社会医療法人財団大樹会  総合病院  回生病院

日本赤十字社  高松赤十字病院

さぬき市民病院

医療法人社団  海部医院

香川県立保健医療大学

三豊総合病院

国家公務員共済組合連合会  KKR高松病院

日本赤十字社  高松赤十字病院

香川県立中央病院

株式会社四国中検  天神前検査所

香川県立保健医療大学

香川県立中央病院

香川県立保健医療大学

三豊総合病院


