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2018年11月6日（火） 19：00～20：50
キナシ大林病院 3階会議室
荒井，宮川，松村，長町，小原，立石，横内，高杉，平内，太田，森本，多田
山本，小林，泉宮，花川，高橋，時岡（事務局）
荒井
荒井
１．精度管理委員会活動について
２．学術部報告事項
３．報告事項・その他

議事１．精度管理委員会活動について
宮川副会長より説明
❖10/31（水）
，参加施設89施設に精度管理試料を配布した．
❖2月までに報告書を送付し，3月17日（日）に精度管理研修会を実施する予定である．
❖県から，現在もらっている60万円の助成金が，来年度から満額下りなくなるかもしれないとの話が
あった．精度管理研修会も技師会主催になるかもしれないということである．精度管理試料の配布
についても，現在は化研テクノ，アルフレッサ，幸燿，アスティスの問屋さんと数名の技師会員で
行っているが，これについても検討が必要である．
❖来年，5年に1回の参加希望調査があるので，医療法改正の関係もあり，参加希望施設が増えるかも
しれない．県に対して引き続き助成金を出してもらうこと，県主催の精度管理事業として維持して
もらうこと等を交渉していくべきではないかとの意見が出た．
❖花川理事より，精度管理試料として会員ボランティアから採血する時に，神経損傷等のトラブルが
発生した場合の対応について明文化しておいた方がいいのではないかとの指摘があった．日臨技の
保険が使えるのかなども含めて対応を考えていく．
議事２．学術部報告事項
長町学術部長より説明
❖平成31年度香川県医学検査学会について
日時：平成31年4月21日（日）開催予定．
会場：香川大学医学部臨床講義棟2階を仮予約している．香川大学が使用できないようになった場
合のため，香川県立保健医療大学大講義室も仮予約してもらっている．
テーマ：「チーム医療が求める臨床検査技師～検査室の外で活躍する～（仮題）
」
教育講演として，さぬき市民病院副院長の井上利彦先生に「糖尿病と臨床検査」の講演をお願いし
ている．シンポジウムは小規模病院やクリニックの技師に，チーム医療に関連する発表を4題依頼
する予定．
一般演題募集も含めて，臨検タイムス12月号に案内文を掲載する．
❖技師会誌Vol.32 No.2について
論文3編が校正・査読中で，その他２編提出予定．臨床検査のトピックス４編，ブックレビュー1
編，学会参加報告1編，私の奮闘記1編，検査室紹介1編を掲載予定である．
議事３．報告事項・その他
荒井より説明
❖地域包括ケアシステム研究会設立準備会
8/9にホテルパールガーデンで行われ，松村副会長と2名で出席した．様々な職種，団体から71名
が出席していた．臨床検査技師会として活躍できる部分は少ないかもしれないが，何らかの形で貢
献できる方法を検討したい．
❖平成30年度香臨技新（再）入会研修会
9/1に香川大学医学部スキルスラボで実施した．新入会員16名の参加があり，理事から技師会活動
の紹介等があり，各研究班から研究班活動の紹介があった．
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❖第16回香川県がん対策推進協議会
9/14に社会福祉総合センターで行われた．会議の中で「がん対策推進計画を推進するための各団
体等の取組み」について報告があった．香臨技でもがん対策に関係する活動があれば次年度は報告
したいので，該当する活動があれば教えてもらいたい．
❖香川県理学療法士会創立50周年 法人設立20周年記念式典
ＪＲクレメントホテル高松で11/3に開催された．記念式典，記念講演会，祝賀会があり，知事，市
長の他，参議院議員3名の出席があり盛会であった．
❖精度保証施設認証申請
日臨技より，精度保証施設認証の新規取得，更新施設について，各県で取得申請の声掛けを行うよ
う通知があった．
❖災害派遣技師研修会
日臨技より，災害派遣技師研修会について，各県技師会からの推薦が少ないので，10月末までに推
薦者を出すよう依頼があった．香川県からは本年度は推薦を見送ることにしたが，次年度以降は香
臨技からも受講するよう調整していきたい．
❖精度管理責任者育成講習会（e-ラーニング）
精度管理責任者育成講習会開講について通知があった．中四国支部医学検査学会でもPRブースを設
置予定であるが，受講希望者は日臨技ホームページから申し込んでほしい．
❖平成30年度日臨技中四国支部連絡会議
学会前日の11月23日（金）15：30から高松東急REIホテルで開催される．日臨技への要望事項等が
あれば，連絡してほしい．
❖四県合同研修会（四研会）責任者会議
学会前日の11月23日（金）14：00から高松東急REIホテルで開催される．四研会の今後の運用につ
いて各県，各研究班の意見をまとめておくよう，高村代表から依頼があった．各理事からの意見と
しては，①研究班によって四研会が必要な班と，必要でない班で温度差があるのではないか．②一
律に四研会としての活動を行おうとしても無理があるように思う．③県技師会，四研会，中四国支
部と3つの組織になると，事務的作業が大変になる．④今年度行っているように，各県の研修会と
して開催して，他県の技師会員も参加できるような形にすれば，四研会という組織がなくてもいい
のではないか．以上のような意見が出た．
❖平成31年度検体採取講習会について
水野中四国支部長より，平成31年度検体採取講習会について，今年度と同様に1回開催してほしい
と依頼があった．四国地区で700名程度未受講者がいて，徳島県，高知県の受講率が60％台なの
で，70％台に上げられるようにしたいということだった．今年度の4年生は，まだカリキュラムに
入っていなかったので，その意味でも来年度1回は開催した方が良いという意見が出た．

《研修会のご案内》
①

平成30年度 第3回 血液検査研修会
連絡責任者：杉
理恵
時：平成30年12月8日（土）13：00～16：00
所：香川大学医学部 スキルスラボラトリー １階（場所が変更になりました）
容：日臨技骨髄像研修会2017伝達講習(2)、 初心者向け骨髄像の見方(2)
藤村 一成（三豊総合病院）他
参加費：200円
生涯教育研修：専門20点
日
場
内

②

☎ 087－811－3333

平成30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）
時：平成30年12月8日（土）14：00～16：00
所：高松赤十字病院 中央診療棟4階会議室
容：不規則抗体検査の解釈と操作上の留意点
太田 宇海（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社）
輸血業務に関する検討会：改正医療法が施行されて精度管理はどうしてる？
司会：伊関 喜久男（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
日
場
内

③

平成30年度 第2回 微生物検査研修会
連絡責任者：原 美佐子 ☎ 087－811－3333
時：平成30年12月8日（土）14：30～17：00
所：サンポートホール高松 51会議室
容：講演1.「薬剤感受性検査法の基礎と注意すべきポイント」
光岡
聰（栄研化学株式会社 営業統括部マーケティング推進室）
講演2.“私が出逢った稀な感染症例・・ －今後出逢うあなたのために－”
平成29年度香川県外部精度管理調査～解説～
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
日
場
内
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④

平成30年度 第4回 生理検査研修会
連絡責任者：三崎 美江 ☎ 087－868－1551
時：平成30年12月16日（日）10：00～12：00
所：香川県済生会病院 7階大ホール
容：第1部； 明日から始める負荷心エコー図検査
第2部；TAVI周術期における心エコー図の役割
土岐 美沙子（心臓病センター榊原病院）
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事前参加登録をお願いします。
日
場
内

＊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。
＊急を要するお知らせがある場合は、メールアドレスへの一斉配信を行います。

平成30年度 全国「検査と健康展」に参加して
瀧口 響子（三豊総合病院）
はじめまして。三豊総合病院1年目の瀧口響子です。10月20日（土）に香川県立保健医療大学にて開催された
全国「検査と健康展」に参加させていただきました。香川県立保健医療大学は出身校であるため、橄欖祭で「検
査と健康展」が行われていることは知っていましたが参加したことはありませんでした。技師会の一人としてし
っかり役割を果たせるか少し不安ではありましたが、お世話になった先生方や後輩、同級生に会えるのを楽しみ
に参加させていただきました。
来場者は受付をして問診票記入後に各検査を受け、最後に医師に結果の説明を受けます。今回私は受付係をさ
せていただきました。来場された方に希望される検査を聞き、技師会のパンフレットを渡し、問診票を記入する
机に案内する役割です。検査は血圧・脈波検査、骨密度検査、肺機能検査、頸動脈エコー検査、血糖測定があ
り、基本的にはすべての検査を受けてもらいましたが時間の都合や近々検診で検査したなどの理由から来場者自
身の気になる検査のみ受けられる方もいらっしゃいました。時間の都合で1～2つの検査しか受けることができな
い方が検査の内容を聞きながら受ける検査を選ぶ様子を見ていると、すべての検査を受ける方が病気の早期発見
につながりますが、気になる検査を選択されている方のほうが身体の状態や生活習慣を考えて検査を選択されて
いた点で自身の健康についてより考えられていたように感じました。
学生時代は学内や他の大学で行われる検査の催しにボランティアとして参加することが多くありました。そこ
では骨密度検査、身長・体重・腹囲計測、健康食品の説明などを行っていました。参加するたびに、どのように
説明すればわかりやすく、どのような調子で話せは相手もリラックスした状態で検査を受けることができるか悩
んだことを覚えています。今回は受付係であったので検査の説明など専門的な話をすることはありませんでした
が、検査名だけでは何がわかる検査であるかわかりにくいため、検査について簡単に説明することがありまし
た。学生時代よりも、わかりやすい言葉を選んで説明したり、笑顔で対応できるようになったと感じ、少しでは
ありますが成長を実感できたことを嬉しく思いました。
来場者は過去最高の238人でした。来場者の中には、毎年来場されており参加した技師さんと談笑する方もい
らっしゃいました。受付には次から次へと人が並び、会場が医療大学ということもあり地域の方々や生徒のご家
族が多く、医療を身近に感じる方が多かったためではないかと思いました。臨床検査技師に興味を持ち大学を見
学に来た中学生・高校生も検査を受けた後、顕微鏡で微生物を観察したり、採血の疑似体験をしていました。私
は大学入学以前に臨床検査技師の仕事を直接体験したことがなかったので、「検査と健康展」は気軽に参加して
学ぶことができ、臨床検査技師の仕事に関心を持てるいい催しであると思いました。「検査と健康展」を街頭で
開催したときは呼び込みが大変だったという話を聞いていたので、次回は街頭で開催される「検査と健康展」に
参加し、その違いを知りたいと思いました。
今回の「検査と健康展」で感じた思いを忘れずに、今後は技師会の会員の一人として臨床検査についてより多
くの人に知ってもらえるよう日々精
進していきたいです。

平成30年度 全国「検査と健康展」に日本臨床検査専門医会からご参加いただきました香川県立保健医療大学の
中村丈洋先生、福山市民病院の眞鍋明弘先生に心より御礼申し上げます。
また、ご参加、ご協力いただきました業者様、および会員の皆様に深く感謝いたします。
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中四国支部医学検査学会（第51回）
決起集会開催される
平成30年11月11日（日）、香川大学医学部臨床講義棟
１階講義室において中四国支部医学検査学会（11月24
日（土）、25日（日）開催）の決起集会が行われました。
香臨技の力を結集して

「頑張ろー！」

平成30年度「日臨技精度保証施設認証制度」の申請について
日臨技では、臨床検査の信頼性を維持管理するために、「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805施設が
認証されています。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。
また、今年8月に省令公布された「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令（平成30年厚生労働省令第93号）」により、臨床検査における精度管理が重要視されることと
なりました。

かんが

つきましては、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30年10月1日（月）～ 11月30日（金）

*申

請

手

順

： 日臨技ホームページの「精度保証施設認証制度の申請書類」欄より申請書類を

*申

請

費

用

： 50,000円

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。

・編集後記・
今月はいよいよ中四国学会が開催されます。
前回の中四国学会で初めて実務委員として参加し、いろんな方とつながることが
できました。Ｍさんには懇親会の後、カレーうどんを食べに連れて行って頂いたの
も良い思い出です。今回も微力ながら中高生のための職業紹介コーナーで協力させ
ていただきます。「検査と健康展」もそうですが、「臨床検査技師」を少しでも知っていただいて、興味を持
っていただけるよう頑張りたいと思います。

～ 香臨技 求人情報 ～

藤重

和久（永生病院）

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

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）
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