
（議決権の行使方法）
* Web電磁的方法　    ・・・平成30年６月22日（金）正午まで
　　Webでの電磁方法は簡単で便利です。日臨技ホームページの専用バナー「電磁的方法による
　　議決権行使サイト」から行ってください。

* 書面（議決権行使書）・・・平成30年６月22日（金）必着
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　日本臨床衛生検査技師会 平成30年度定時総会を下記のとおり開催いたします。

　議決権を有する正会員におかれましては、招集ご通知の議案内容を確認のうえ、議決権を行使していただけま

すようお願い申し上げます。

　　１．日　　時：平成30年6月23日（土）午前10時

　　２．会　　場：大森東急REIホテル5階「フォレストルーム」

　　　　　　　　　〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-16アトレ大森　　TEL 03-3768-0109

　　３．目的事項：決議事項

　　　　　　　　　第1号議案　平成29年度事業報告の件

　　　　　　　　　第2号議案　平成29年度決算報告の件

　　　　　　　　　第3号議案　平成30・31年度理事の選任の件

日臨技 平成30年度 定時総会のお知らせ

　日臨技総会を開催するには、総正会員の過半数の議決権行使が必要です。

　また、総会議案によっては、議決権の3分の2以上の議決が必要となりますので、議決権の行使をまだされてい

ない方は、至急︕行ってください。

　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

 

至急！重要 !!



日　　　時　；　2018年5月17日（木）18：35～19：10

場　　　所　；　キナシ大林病院　3階会議室

出　席　者　；　荒井、宮川、松村、長町、小林、立石、泉宮、横内、平内、花川、太田、多田、山本

欠　席　者　；　小原、高杉、森本、高橋、時岡

議 事 内 容　；　1．検体採取講習会について

　　　　　　　　2．新（再）入会会員研修会について

　　　　　　　　3．都道府県技師会リーダー育成研修会について

　　　　　　　　4．初級・職能開発講習会について

　　　　　　　　5．その他

❖　新役員挨拶（松村・長町・立石・花川　4名より）

❖　前回議事録確認

　　　◇香川県がん対策推進協議会委員等の推薦について

　　　　子宮がん部会委員の後任が決定していなかったが、香川大学医学部附属病院 松永氏に決定した。

議事1．検体採取講習会について

7/21（土）－22（日）の2日間、レクザムホールで開催予定。香川県での開催は今回で終了となる可能

性がある。講師は皮膚科が広島大学病院の田中暁生医師に変更、消化器科は従来通り済生会病院 尾立

磨琴医師、耳鼻科は香川大学 大内陽平医師に変更となる。

5/17（木）の時点で、受講受付枠web残69であった。各施設の未受講者に受講を勧めてほしい。

議事2．新（再）入会会員研修会について

7/29（日）に開催予定。例年会場として使用しているサンポート54会議室は予約できなかった。

会場候補として同じサンポート62会議室か高松センタービルを確保予定。この2会場を確保できなけれ

ば日程調整も必要になるかもしれない。プログラムは昨年と同様の内容としたい。懇親会はクレメン

トを予定。

議事3．都道府県技師会リーダー育成研修会について

日臨技より組織の活性化と強化の一環として次世代を担うリーダーのスキル向上を目的とした研修会

の開催依頼があった。研修会の運営は現在までに日臨技で開催された地域ニューリーダー育成講習会

受講者が中心となって行う。香臨技で地域ニューリーダー育成講習会を受講した人数は3名。

開催を検討した結果、今年度は中四国支部医学検査学会の開催や本議題の都道府県技師会リーダー育

成研修会、初級・職能開発講習会、医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会など

の開催依頼が数多くきており、開催するのは難しいのではないかという結論に至り、香臨技事務局よ

り今年度は開催せずで日臨技へ回答することとなった。

議事4．初級・職能開発講習会について

昨年度は愛媛県と広島県で開催。今年度も中四国支部では1～2県開催してほしいと日臨技から依頼と

のこと。 

議事3と同じ理由で今年度は開催を見送る。開催の有無は丹下支部長に報告となっているため、荒井会

長より回答する。

議事5．その他

　　　　　　 香臨技役員名簿について

事務局で役員名簿を作成した。氏名・所属・E-maiLアドレスを各自確認し、変更・修正等あれ

ば山本まで連絡すること。

　　　　　　 平成30年度 全国『検査と健康展』について

今年度は11月に中四国支部医学検査学会を開催するので、全国『検査と健康展』（日臨技・香臨

技主催）の開催は見送り、香川県立保健医療大学の大学祭での『検査と健康展』（香臨技主催）

のみ開催する予定としていた。このような事情を日臨技に問い合わせた結果、企画書・予算書を

提出すれば助成金を支給するという回答があったため、今年度は大学祭での『検査と健康展』を

全国『検査と健康展』として開催したい。開催は10/20（土）。事務局で予算書・企画書を作成、

日臨技事務局へ提出する．

　　　　　　 香臨技のみ入会された際の会費の回収について

以前より香臨技のみ入会した会員（転入は除く）の会費徴収の流れが不透明との意見があった。

日臨技事務局に確認したところ、日臨技と香臨技同時に入会した人については、日臨技より両方

の会費を回収できるように手続きするが、都道府県技師会のみ入会された人の会費については都

道府県で回収とのことであった。今後、香臨技のみ入会会員への会費回収の流れを明確にしていく。

　　　　　　 研究班班長・副班長について

現在、微生物の班長・副班長及び生化学の班長が決定していない。6月初めに開催される学術部

会までに決定する。
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平成30年度 第2回 理事会議事録
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①　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）　 ☎ 088－837－3000

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

②　平成30年度 第1回 微生物検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：原　美佐子　 ☎ 087－811－3333

日　時：平成30年7月7日（土）13：30～16：30

場　所：香川県社会福祉総合センター　7階　第2中会議室

内　容：講演1：耐性菌について（仮）　　　　　　　 講師は未定（日本ベクトン・ディッキンソン株式会社）

　　　　講演2：香川県内のカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae：

　　　　　　　  CRE）の薬剤耐性遺伝子の検出状況　 福田　千恵美（香川県環境保健研究センター）

参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

③　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3階

内　容：認定血液検査技師対策症例問題           谷渕　将規（坂出市立病院）

　　　　日臨技骨髄像研修会2017伝達講習      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

④　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。

⑤　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）11：00～13：00　※時間が変更になりました．変則ですがご了承ください．

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　　　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

⑥　平成30年度 香臨技 新（再）入会研修会
日　時：平成30年７月29日（日）14：00～17：00

場　所：サンポートホール高松　6階　62会議室

内　容：「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」

　　　　「医療事故防止について」　　「香臨技の精度管理事業について」

　　　　「技師会広報活動について」　「研究班活動について」

参加費： 無料　　　生涯教育研修：基礎20点

備　考： 研修会終了後に親睦ビアパーティがあります。皆様多数のご参加をお待ちしています。

《研修会のご案内》
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・ 編 集 後 記 ・

　最近「ゲリラ豪雨」という言葉をよく耳にします。
　かつては「夕立」と呼ばれていたのが、今は「ゲリラ豪雨」と呼ばれるようにな
りました。たった10分であっという間に川の水位が上がってくるこの大雨は本当に
恐ろしいですね。
　香川ではここまでの「ゲリラ豪雨」はないにしても、当院の横に流れる本津川が
数年前に氾濫し、鬼無町が浸水した経験があります。大雨が降ると仕事中でも本津
川の水位が気になります。

～ 香臨技 求人情報 ～ 詳しくは、香臨技ホームページの求人情報をご覧ください。

日　　時： 平成30年7月29日（日）17：30～
場　　所： JR ホテルクレメント高松（1Fフロント前に集合）
参 加 費： 2,000円（新入会・再入会会員は無料）
申 込 先：小原　浩司 （さぬき市民病院） メールアドレス  h24kensa@m51.sanuki.ne.jp
申込期限：平成30年7月20日（金）
備　　考：みんなで一緒に、食べて飲んで、話して笑って過ごしましょう！

日　　時： 平成30年7月29日（日）17：30～
場　　所： JR ホテルクレメント高松（1Fフロント前に集合）
参 加 費： 2,000円（新入会・再入会会員は無料）
申 込 先：小原　浩司 （さぬき市民病院） メールアドレス  h24kensa@m51.sanuki.ne.jp
申込期限：平成30年7月20日（金）
備　　考：みんなで一緒に、食べて飲んで、話して笑って過ごしましょう！

香臨技 ビアパーティ開催のお知らせ

　今年は全国で水の被害が出ませんように。　　　　　　　　　　　　　　十川　直美（キナシ大林病院）

⑦　平成30年度 日臨技中四国支部 輸血伝達講習会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：徳住　美鈴　 ☎ 087－831－7101
日　時：平成30年8月18日（土）13：00～17：00　／　8月19日（日） 9：00～16：30
場　所：1日目：香川大学医学部　臨床講義棟　　2日目：香川大学医学部　実習室　　　　　
テーマ：輸血検査の質を担保できる輸血検査技師の育成
内　容：以下の2コースから選択してください
　　　　 1）「平成29年度輸血テクニカルセミナー」伝達コース
　　　　　　各都道府県技師会ならびに各施設において、指導的立場として本指定講習会で学んだ輸血検査の
　　　　　　基礎的知識
　　　　　　ならびに輸血検査技術の普及に寄与していただける臨床検査技師を受講対象とする。
　　　　 2）初級者指導実践コース
　　　　　　輸血検査の基礎的知識ならびに技術を習得したい初級者臨床検査技師とする。
定　員：50名　1）伝達コース 30名 ／ 2）実践コース 20名（定員を超えた場合、選考とさせていただきます）
参加費：会員　7,000円、非会員　15,000円
　　　　＊日臨技事業のため、各都道府県臨床検査技師会のみの会員の方は非会員扱いとなります。
　　　　＊受講確定（担当者から連絡します）後に、受講料を振り込んでください。
申込期間：平成30年7月2日（月）～7月20日（金）
申込方法：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。
　　　　＊募集定員を超えた場合、調整させていただくため、定員以上の設定としています。
生涯教育研修：専門30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。


