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臨検タイムス香川（277号） ２０１８年８月

発行者：荒　井　　　健一般社団法人 香川県臨床検査技師会

日　　時　；　2018年8月5日（日）10：30～12：10
場　　所　；　香川大学医学部附属病院　検査部技師室
出 席 者　；　荒井、宮川、松村、小原、小林、横内、高杉、花川、太田、山本
欠 席 者　；　長町、立石、泉宮、森本、平内、多田、高橋、時岡
司　　会　；　荒井
書　　記　；　山本
議事内容　；　1．平成30年度日臨技中四国支部幹事会報告
　　　　　　　2．平成30年度全国「検査と健康展」の開催について
　　　　　　　3．都道府県技師会リーダー育成研修会について
　　　　　　　4．精度管理委員会活動について
　　　　　　　5．学術部報告
　　　　　　　6．報告事項・その他

議事１．平成30年度日臨技中四国支部幹事会報告
　　　　　　　荒井会長より説明
　　　　　　7/14（土）にグランビア岡山で中四国支部幹事会が開催された。
　　　　　　平成30年度中四国支部医学検査学会や平成31年度日本医学検査学会の進捗状況の報告や支部副部長
　　　　　　及び学術部長・部門員などの検討が行われた。
　　　　　　❖　副支部長の選出について

支部長は広島県の水野会長となったため、副支部長は四国から選出となり高知県の山中会長を
推薦した。全会一致で承認された．

　　　　　　❖　学術部長の選出について
　　　　　　　　島根県の三島会長が推薦され全会一致で承認された。
　　　　　　❖　香川県からの学術部門長の選出について
　　　　　　　　輸血細胞治療部門の部門長に徳住氏（高松赤十字病院）を選出した。
　　　　　　❖　学術部門員の選出について
　　　　　　　　部門員の選出は香川県の研究班班長・副班長を中心に資料の通り。 
　　　　　　❖　支部学術部門の運用について
　　　　　　　　支部学会におけるシンポジウム等の企画について、実際の手順と支部内のルールが合っていない。
　　　　　　　　今後問題点を踏まえ支部連絡会議までにルール（案）を提示する。
　　　　　　❖　災害対策マニュアルについて

豪雨災害への対応についてと現在までの経緯について報告あり。広島県は災害対策マニュルが
あったがその他の県は作成していないとのことであった。今後のために香川県でもマニュアル
作成を検討していく必要がある。

議事２．平成30年度全国「検査と健康展」の開催について
　　　　　　　山本より説明

10/20（土）10：00～15：00、香川県立保健医療大学の大学祭で平成30年度全国「検査と健康
展」を開催する。

　　　　　　❖　健康チェックについて
例年実施している血液検査，肺機能，頸動脈エコー，骨密度，血管機能検査に加え今年度は認
知機能検査として、もの忘れ相談プログラムを日本光電社より借りて実施する。

　　　　　　❖　検査説明・相談について
　　　　　　　　医師1名の派遣を要請。日臨技より派遣の決定通知は現時点でまだ来ていない。
　　　　　　❖　臨床検査技師紹介コーナーについて

顕微鏡での微生物や血液細胞などの観察やモデルアームによる採血模擬体験、超音波装置での
模擬体験を実施予定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
議事３．都道府県技師会リーダー育成研修会について
　　　　　　　荒井会長より説明

日臨技より平成30年度の地域ニューリーダー育成講習会の開催にあたり，過去に受講歴のある会員
から1名の参加を依頼されている．香川県で受講歴があるのは太田安彦，谷本光章，山本直子の3名
だが，3名とも予定があり参加できない． 

　　　　　　　決定事項
このような場合どう対応すればよいのか（欠席でもよいのか，3名以外で推薦すればよいのか）日
臨技事務局に確認する．

平成30年度 第3回　理事会議事録
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議事４．精度管理委員会活動について
　　　　　　　宮川副会長より説明
　　　　　　❖　平成30年度の精度管理委員会の活動について

8/22（水）に香川県の精度管理委員会が開催される．それに合わせて事前に技師会の方でも第
1回委員会を開催しなければならないが時間がないのでメール審議とした．

　　　　　　　　＜メール審議の内容＞
　　　　　　　　✓　精度管理調査実施日は10/31（水），その翌週に回答締め切り．
　　　　　　　　✓　準備は10/30（火）の夜実施．
　　　　　　　　✓　精度管理調査の内容は例年通り．
　　　　　　❖　委員の変更について
　　　　　　　　転勤等に伴い精度管理委員の変更がある．
　　　　　　　　＜委員の変更（案）＞

　　　　　　　　✓　理事の委員としては宮川・小原・長町・横内・泉宮・花川の6名．
　　　　　　❖　委員会の活動については荒井会長にもメールで随時報告．
　　　　　　　　以上、精度管理委員会の活動，委員の変更について異論なく承認された．　

議事５．学術部報告
　　　　　　　荒井会長より長町学術部長に代わって説明
　　　　　　❖　班長・副班長の変更について

転勤等に伴い班長・副班長の変更があり、以下の変更案をもとに検討を行った。検討の結果、
承認された．

　　　　　　　　＜班長・副班長の変更（案）＞

　　　　　　❖　学術部連絡事項の一斉メール配信について
7/29（日）に開催予定であった新（再）入会会員研修会、血液研修会が台風のため中止となっ
た。会員情報として登録されているメールに中止となる旨を一斉配信したが、香川大学検査部
で開催予定だった血液研修会に参加予定者2名が中止と知らずにきた。
研修会の急な中止など急を要する場合に会員に知らせる手段を構築する必要があるが現時点で
は決定的な対策が見つからない。

　　　　　　　決定事項
　　　　　　❖　急を要する場合での会員への周知は、会員情報に登録されているメールアドレスに一斉配信する。
　　　　　　❖　臨検タイムスにも急を要する場合は会員情報として登録しているメールアドレスに情報を一斉

配信するという手順をお知らせしておく。
　　　　　　❖　技師会誌vol32 No.2原稿依頼について

技師会誌vol32 No.2に「私の奮闘記」と題して理事4～5名より投稿をお願いしたい。原稿は
800文字で原稿締め切りは10月末。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
議事６．報告事項・その他
　　　　　　　香川県予防医学協会評議員会への出席について

香川県予防医学協会評議員会が6/28（木）に開催され、荒井会長が出席した。他には久米川医
師会会長、薬剤師会会長などが出席されており、1時間程度で活動予定などの報告がされた。

　　　　　　　日本柔道整復師会第53回四国学術大会香川大会への出席について
開会式・前夜祭が7/14（土）にクレメントの玉藻で開催され荒井会長が出席した。

　　　　　　　地域包括ケアシステム研究会設立準備会への出席について
8/9（木）19時よりホテルパールガーデンにて香川県地域包括ケアシステム設立準備会が開催
され、荒井会長と松村副会長が出席予定。
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　　　　　　　平成31年春の叙勲潜在候補者について
平成31年春の叙勲について推薦者の検討を行った。今後、定期的に推薦依頼はあるため候補者
となる可能性のある人がいれば予め準備しておく。

　　　　　　　後援依頼について
　　　　　　　　以下の団体より後援依頼がきており，後援を許可する。（　）内は開催日や期間．
　　　　　　　　✓　第13回生物試料分析科学会中四国支部学術集会（9/8）
　　　　　　　　✓　第29回生物試料分析科学会年次学術集会（2/9～10）
　　　　　　　　✓　初めての子宮がん検診応援事業（9月～2月頃）
　　　　　　　　✓　第3回香川県臨床工学技士会体験イベント（10/14）
　　　　　　　技師会館の修繕について

技師会館の水漏れに対し検査54,000円（18,000円/区画×3区画）、配管工事費用も併せて
76,550円かかった。インターホンは修理費用として6,480円かかった。

　　　　　　　新（再）入会会員研修会・ビアパーティーについて
7/29（日）に開催予定であったが台風のため中止となった。研修会の内容としては開催するの
であれば早い方がよいとのことで、日程等を検討した．

　　　　　　　　＜決定事項＞
　　　　　　　　✓　9/1（土）15:00～17:00（場所は未定）で新（再）入会会員研修会を開催する。
　　　　　　　　✓　ビアパーティーは開催せず、11月の学会終了後、懇親会もしくは学会の慰労会、忘年会な

どの形で開催する。
　　　　　　　　✓　研修会受講対象者への連絡は役員・班長・副班長が在籍している施設は対象者に周知して

もらい、その他の会員は事務局からメール等で周知する。

　平成30年5月8日、JCHO（ジェイコー）りつりん病院の池田繁信様が平成30年度憲法記念日知事表彰を受賞さ

れました。池田様の長年にわたる保健医療分野でのご功績が認められたことは、私たち検査技師にとりましても

大変名誉なことであり、誇りでもあります。今回の受賞に際しまして、心よりお祝い申し上げます。

平成30年度 憲法記念日知事表彰受賞

①　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8月25日（土）14：00～17：00
場　所：高松センタービル　6階　605号室
内　容：講演1：「耐性菌と薬剤感受性検査」
　　　　　　　　　　吉田　武史（日本BDダイアグノスティックシステム事業部　マーケティング部）
　　　　講演2：「香川県内のカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の薬剤耐性遺伝子の検出状況」
　　　　　　　  「香川県内の侵襲性感染症由来肺炎球菌の検出状況」
　　　　　　　　　　福田　千恵美（香川県環境保健研究センター）
　　　　講演3：「耐性菌の症例」　　西村　恵子（NHO岡山医療センター）
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

②　平成30年度 香臨技 新（再）入会研修会
日　時：平成30年9月1日（土）15：00～17：00
場　所： 香川大学医学部スキルスラボラトリー
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

③　平成30年度 第3回 生理検査研究班研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：大森　浩美　 ☎ 0877－46－1011
日　時：平成30年9月2日（日）10：00～12：00
場　所： 回生病院5階大会議室
内　容： 血圧脈波検査について 　　大井　克則（フクダ電子(株)　血管予防営業課　係長）　
参加費： 200円　　　生涯教育研修：専門20点
備　考：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。

《研修会のご案内》
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④　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9月2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　　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

⑤　平成30年度 第1回 臨床化学検査研究班研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：香西　宣秀　 ☎ 087－876－1145
日　時：平成30年9月7日（金）19：00～21：00
場　所： JRホテルクレメント高松　3階　飛天
内　容： 病気でなくてもこんなに変わる　知っておきたい検査の変動要因
　　　　　　　河口　勝憲（川崎医大医学部附属病院）
参加費： 無料　　　生涯教育研修：専門20点
備　考： 別紙案内状をご確認の上、8月31日までにお申し込みください。　　

⑥　平成30年度 日臨技中国四国支部 臨床血液検査研修会
日　時：平成30年9月9日（日）9：00～16：00
場　所：レクザムホール（香川県県民ホール）
テーマ：臨床血液検査を極める～誰でも明日から実践できる臨床血液検査～
内　容：講演①「臨床検査技師が知っておくべき⁉骨髄異形成症候群と染色体・遺伝子の関係
　　　　　　　　　　～del5qとSF3B1変異を中心に～」　　　　　　　　 河野　浩善（広島市民病院） 
　　　　講演②「造血器腫瘍におけるフローサイトメトリー検査の有用性」池亀　彰茂（徳島大学病院）
　　　　講演③「凝固線溶検査を自信を持って報告しよう！」　　　　　　下村　大樹（天理よろづ相談所病院）
　　　　講演④「骨髄像の見方・考え方～単球系を中心に～」　　　　　　常名　政弘（東京大学病院）
定　員：100名 （満員のため締め切りました）　　　参加費：3,000 円（振込）

⑦　平成30年度 愛臨技・四県合同研修会（微生物研究班）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：原　美佐子　 ☎ 087－811－3333
日　時：平成30年9月16日（日）9：30～15：00
場　所：愛媛大学医学部附属病院　40周年記念講堂
内　容：テーマ『細菌検査、はじめました!!』　* 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込みください。
期　限：平成30年8月17日（金）

⑧　平成30年度 第1回 病理細胞診検査研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡責任者：虫本　一平　 ☎ 0875－52－3366
日　時：平成30年9月22日（土）14：00～17：00
場　所：高松赤十字病院　管理棟1階中会議室
内　容：平成29年度日臨技精度管理（病理・細胞診）の解説　　筒井　真人（高松赤十字病院）
　　　　細胞像と組織像を見比べてみよう（癌取扱い規約に沿って・婦人科領域）虫本　一平（三豊総合病院）
参加費：200円　　　生涯教育研修：専門20点

⑨　平成30年度 日臨技中四国支部研修会 臨床微生物部門研修会
日　時：平成30年9月29日（土）13：00　～　平成30年9月30日（日）12：00
場　所：高知県　社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院
テーマ：身につけよう！微生物検査スキルアップ講座 　《 日常検査のスキルアップ 》 
内　容：＊微生物外注検査の見方・考え方 
　　　　＊開業医の視点から考えるグラム染色の活用法・有用性 
　　　　＊集落の「外観」「色」「におい」から考える「菌力」アップトレーニング 
　　　　＊薬剤耐性菌の最新トピックス・薬剤耐性菌検査法
参加費：3,000円　　　生涯教育研修：専門20点
期　限：平成30年8月31日（金）

⑩　平成30年度 第2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9月29日（土）13：00～16：00
場　所：香川大学医学部附属病院　検査部
内　容：初心者向け骨髄像の見方　　　丸本　浩二（四国中検）、渡辺　典子（高松赤十字病院）　
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。
研修会の中止など、急を要するお知らせがある場合は、会員情報に登録
されているメールアドレスへの一斉配信を行います。
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平成30・31年度 香川県臨床検査技師会研究班班長および副班長

役　　職

会　　長

学術部長

副 部 長

会計・書記

会計・書記

オブザーバー

病理細胞診研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

臨床化学研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

輸血検査研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

　　　　　　副班長

微生物検査研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

血液検査研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

免疫血清検査研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

情報システム研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

遺伝子・染色体検査研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

生理検査研究班

　　　　班長

　　　　副班長 （神経生理）

　　　　副班長 （呼吸循環）

　　　　副班長 （画像）

一般検査研究班

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

　　　　　　副班長

小施設分科会

　　　　　　班長

　　　　　　副班長

管理運営部門

　　　学術部長　副部長兼任

氏　　名

荒　井　　　健

長　町　健　一

香　西　宣　秀

板　谷　奈緒子

福　原　　　茜

横　内　美和子

虫　本　一　平

筒　井　真　人

　

香　西　宣　秀

三　谷　　　隆

　

徳　住　美　鈴

伊　関　喜久男

鬼　松　幸　子

原　　　美佐子

帯　包　美香子

杉　　　理　恵

細　川　真　誠

　

谷　本　光　章 

棚　田　佳代子

　

熊　野　雅　英

高　坂　智　則

　

南　原　しずえ

八　木　弘　文

　

三　崎　美　江

宮　崎　朋　美

大　森　浩　美

藤　本　正　和

　

永　田　啓　代

羽　座　重　男

中　川　妙　子

　

藤　澤　千　絵

中　村　美　香

　

長　町・香　西

所　　属

香川大学医学部附属病院

高松赤十字病院

滝宮総合病院

高松赤十字病院

高松赤十字病院

ＫＫＲ高松病院

三豊総合病院 

高松赤十字病院

　

滝宮総合病院

高松赤十字病院

　

高松赤十字病院

香川大学医学部附属病院

回生病院

香川県立中央病院

(株)四国中検 香川検査所

　香川県立中央病院

(株)四国中検 香川検査所

　

(株)四国中検 香川検査所

高松市民病院

　

オリーブ高松メディカルクリニック四国中検ラボ

高松赤十字病院

　

四国こどもとおとなの医療センター

香川大学医学部附属病院

　

香川県済生会病院

高松赤十字病院

回生病院

香川県立白鳥病院

　

四国こどもとおとなの医療センター

環境保健研究センター

キナシ大林病院

　

宇多津病院

辻クリニック

平成30年度研究班長、副班長
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【発　行　所】
　　一般社団法人  香川県臨床検査技師会
　　〒761-0704  香川県木田郡三木町下高岡2695-13
　　事務局携帯電話 090-5913-1385
【編集責任者】　小林 万代　 山本 直子
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【印　　　刷】　有限会社シーアンドシーイシハラ 
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臨検タイムス原稿送付先
　〒761-0104  香川県高松市高松町2365
　医療法人社団　海部医院
　小林　万代まで
　TEL087-843-3666   FAX087-843-3667
　Eﾒ-ﾙ : kobaboobu0128@hotmail.co.jp

＊臨検タイムス香川は、香臨技ホームページで
　見ることができます。
 （ユーザー名 karingi2008　パスワード 0001）

・ 編 集 後 記 ・

　７月から続いた猛暑☀35℃を超えると蚊は吸血意欲をなくし、蝉も鳴かなくなる!?とか。テレビ
からは「外出を控え、室内ではためらわずに冷房を使いましょう」と、注意を呼びかける声が流れ
ました。８月には5日連続で台風が発生し、“観測史上初”の「豪雨」「猛暑」「台風」が続きます。
　お盆が過ぎて、暑さは少し落ち着いたようです。空を見上げると「うろこ雲」が秋を感じさせてくれまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　万代（海部医院）

～ 香臨技 求人情報 ～
現在、四国細胞病理センター、香川労災病院などからの求人があります。
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：立石　謹也（福祉部長・香川県立保健医療大学）
アドレス：tateishi@chs.pref.kagawa.jp

【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 実務委員募集について】
日　時：平成30年11月23日（金）祝日　会場準備　13：00 ～ 17：00
　　　　　　 　　11月24日（土）　　　学会運営　  8：00 ～ 18：00
　　　　　　 　　11月25日（日）　　　学会運営　  8：00 ～ 17：00
場　所：サンポートホール高松
内　容：総合受付、会場係、案内、その他
日　当：1日　3,000円　　半日　1,500円　　参加費等：学会参加費・情報交換会参加費の免除はございません
駐車場：スタッフ用駐車場あり　　　　　　　募集期間：平成30年8月～10月19日
その他：11月初旬～中旬に実務委員会を開催する予定。別紙の実務委員名簿に必要事項を記載頂き、FAX、郵

送、またはメールにてご提出ください。（個人申し込みも歓迎します）
申込先：社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院　臨床検査部　山本 直子
　　　　住所；〒762-0007　香川県坂出市室町3丁目5-28
　　　　TEL；0877-46-1011(内線5544)　　FAX；0877-45-6838　E-Mail；kensa@kaisei.or.jp

【全国「検査と健康展」スタッフ募集のお知らせ】
日　時：平成30年10月20日（土）9：00 ～ 16：00
場　所：香川県立保健医療大学
内　容：① 骨密度、肺機能、頸動脈エコーなどの生理検査、その他
　　　　② 血糖・HbA1c測定
　　　　③ 臨床検査および臨床検査技師紹介など
日　当：　1日　3,000円　　半日　1,500円
申込先：小林　万代（海部医院）TEL 087-843-3666　Eメール kobaboobu0128@hotmail.co.jp

スタッフ募集のお知らせ

学術部からのお知らせ

【平成29年度 認定資格取得者について】
　香川県臨床検査技師会誌に平成29年度の認定資格取得者を掲載しますので、資格を取得された方は学術
部までご連絡ください。次回受験者への情報提供が目的です。

【香川県臨床検査技師会誌 原稿募集】
　香川県臨床検査技師会誌に「私の奮闘記」と題した特集を掲載します。日常業務や技師会活動など、皆さ
んが力いっぱい努力した内容をぜひ報告してください。もちろん論文や症例報告なども原稿募集中です。

連絡先：香臨技学術部　karingi.gaku@gmail.com

みなさまのお力をお貸しください

大募集！


