臨検タイムス香川（287号）

２０１９年６月

一般社団法人 香川県臨床検査技師会

発行者：荒
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至急︕重要!!

日臨技 令和元年度 定時総会のお知らせ、
および議決権行使のお願い
日本臨床衛生検査技師会 令和元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：令和元年 6月22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

３．目的事項：決議事項

TEL 03-3768-0109

第１号議案

平成30年度事業報告の件

第２号議案

平成30年度決算の件

第３号議案

監事の選任の件

第４号議案

定款の改定の件

第５号議案

会員及び会費等に関する規程の改定の件

（議決権の行使方法）
＊Web電磁的方法

・・・令和元年６月21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）・・・令和元年６月21日（金）必着

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。
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令和元年度 第1回 理事会議事録
日
場
出 席
欠 席
司
書
議事内

時 ； 2019年5月21日（月）19：00～20：45
所 ； キナシ大林病院 3階会議室
者 ； 荒井、宮川、松村、長町、小原、立石、小林、泉宮、横内、太田、森本、花川、山本、時岡
者 ； 高杉、平内、多田、高橋
会 ； 荒井
記 ； 山本
容 ； １．全国『検査と健康展』2019香川会場について
２．香川県地域包括ケアシステム学会第2回学術集会について
３．検体採取講習会について
４．地域ニューリーダー実践講習会・都道府県技師会ニューリーダー育成講習会について
５．災害対策研修会について
６．初級・職能開発講習会について
７．ベッドサイド実践講習会について
８．その他

議事１．全国『検査と健康展』2019香川会場について
10/19（土）に香川県立保健医療大学にて開催予定。無料健康チェック、医師・技師による結果説明・健康
相談、模擬体験コーナーなど例年と同様の内容・規模で行う。昨年、血液検査の混雑があり、待ち時間の
発生や来場者への案内で少し混乱があったため、今年度は装置の台数を増やすなど工夫をしたい。その
他、今年度は会場の一角もしくは廊下でエイズ防止キャンペーンのブースを設けてパンフレットの配布な
どを考えている。
議事２．香川県地域包括ケアシステム学会第2回学術集会について
11/3（日）かがわ国際会議場及びサンポートホール高松61会議室において香川県地域包括システム学会が
開催される。今回は香川プライマリ・ケア研究会 日本プライマリ・ケア連合学会四国支部 四国地域医学
研究会（11/2～3開催）との同時開催。会期が中四国支部医学検査学会（島根県）と重なっているが、香
川県技師会からも一般演題を出してほしいと依頼があった。前回は三豊総合病院から1題申し込んでくれ
たので、今回はその他の施設から申し込みを検討したい。まずは募集を行う。
議事３．検体採取講習会について
10/13
（日）～14
（月）にかけてレクザムホール 多目的大会議室で検体採取講習会を開催する。今回が最後
の講習会となるので、受講していない会員がいれば受講するように勧めてほしい。講師は皮膚科が香大の
医師から広島大学沼田医師に変更。消化器と耳鼻科は昨年同様、香川大学の小原医師、さわだ耳鼻咽喉
科・眼科の澤田医師に依頼した。
議事４．地域ニューリーダー実践講習会・都道府県技師会ニューリーダー育成講習会について
◇地域ニューリーダー実践講習会
昨年、平成26年～30年に実施した地域ニューリーダー育成講習会の受講者を対象に受講後の活動の検証
も含めた講習会（熱海）が開催された。平成31年度も講習会が開催されるので、過去に受講歴のある会
員（太田・谷本・山本）の中から1名参加する。
◇都道府県技師会ニューリーダー育成講習会
講習会の目的は、少子高齢化を迎え臨床検査技師業務も改善や新たな役割が求められる中、都道府県技
師会においても、組織の活性化と強化が必須であり、次世代を担うリーダーのスキル向上を目指すも
の。講習会は地域ニューリーダー実践講習会の受講者が中心となって企画する。
検討の結果、2019年度中に開催する。またプログラムの中に「臨床検査技師の進むべき未来と次世代の
リーダーに求めるもの」「日本臨床衛生検査技師会、都道府県臨床検査技師会の事業活動について」と
いう2つの講義があり、この部分の講師は日臨技執行理事の派遣を希望する。
議事５．災害対策研修会について
7/13（土）～14（日）にかけて日本臨床検査技師会館3階第1会議室において災害対策研修会が開催され
る。昨年も開催されたが、定員割れにより一般会員からも参加者を募集した。今年度は荒井会長が参加す
る方向で調整を進める。
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議事６．初級・職能開発講習会について
講習会の目的は多職種連携医療の中で活躍できる臨床検査技師の育成。平成29年度から開催されており、
毎年中四国支部で2県（中国地方1県、四国地方1県）が担当し開催している。四国では愛媛県がすでに開
催済のため残り3県のどこかが開催することになる。開催は中四国支部長との調整となるので香川県に開
催依頼があれば開催の方向で進める。
議事７．ベッドサイド実践講習会について
平成26～28年度に実施した「検査説明相談ができる臨床検査技師育成事業」の継承事業。講習会の目的は
チーム医療の推進が加速される中、他職種の業務を学び、多職種連携のチーム医療に積極的に参画するこ
とで医療の質の向上に貢献すること。平成29年度に開催した、日臨技主催の「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企画担当者研修会」受講者（山本）が中心となって開催する。
この講習会は各職種から講師を迎え、講義・実技など企画しなければならない。車椅子やベッド、輸液ポ
ンプなどの備品も必要であり、開催場所も適切な場所を検討する必要がある。ある程度内容が固まれば会
長・副会長より各職種の団体に講師派遣を打診する。企画担当者の方では必要なものなどの精査を行い、
開催時期は未定であるが開催に向けて準備を進める。
議事８．その他
◇危機管理図について
会員や会員の家族にお悔やみが発生した場合の取り決めを見直した。
お悔やみが発生した場合、事務局から会長・副会長には電話連絡、理事・監事・学術部長はメールで連
絡する。
◇香臨技ホームページ更新について
情報システム研究班の熊野班長の方で現ホームページの仕様をまとめてもらい、ホームページ更新検討
ワーキングのメンバーに追加してほしい機能などの要望を出してもらっている。今後メーカーのプレゼ
ンなどを聞き、さらに検討進める。ワーキングからの要望として、ホームページ更新用パソコンの購入
など、熊野班長が作業しやすい環境を整備してもらいたい。
◇糖尿病療養指導士「学会・研修会等証明書」について
4/21（日）に開催した香川県医学検査学会で参加者より「糖尿病療養指導士の資格更新に必要な単位取
得のために学会・研修会等証明書に会長印が欲しい」と申し出あり。香臨技の研修会でも単位が取れる
ようなので、各研究班の研修会では参加証を発行してほしい。
◇新再入会会員研修会について
8/24
（土）14時から16時30分でサンポート54会議室にて開催予定。終了後ビアパーティーを開催する。
◇平成30年度中四国支部医学検査学会会計について
昨年香川県で開催した中四国支部医学検査学会の会計について、日臨技への報告が終了した。
◇令和元年香川県精度管理調査について
試料の配布日案は 8/28（水）が承認され、6月中旬開催予定の精度管理委員会を経た後、香川県精度管
理専門委員会にて決定する。

《研修会のご案内》
①

2019年度 第2回 輸血検査研修会

連絡責任者：鬼松 幸子 ☎ 0877－46－1011
日 時：2019年7月6日（土）14：00～16：00
場 所：高松赤十字病院 中央診療棟4階 西会議室
内 容：テーマ「輸血検査の専門知識を深めたい方へ」
講演１：初級者への実技指導ポイント（仮）
山地 瑞穂（三豊総合病院）、渡辺 良（香川労災病院）
講演２：輸血認定技師を目指す方へ～勉強ポイント～（仮） 田中 こころ（香川労災病院）
講演３：ヒアリハットから学ぶ
高杉 淑子（高松赤十字病院）
参加費：200円
生涯教育研修：専門20点
備 考：※駐車場に限りがありますので、お車で来られる方はできるだけ乗り合わせてご参加下さい。
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②

2019年度 愛臨技・四県合同研修会（生理検査研究班）

③

2019年度 第1回 病理細胞検査研修会

連絡責任者：三崎 美江 ☎ 087－868－1551
日 時：2019年7月7日（日）9：50～15：20（受付 9：00～）
場 所：愛媛大学医学部 医学部創立４０周年記念講堂（病理解剖臨床講義棟2階）
内 容：テーマ「診断・治療における生理検査の役割 ～今、臨床検査技師に伝えたいこと」
講演１：乳腺領域における超音波検査の役割
松岡 欣也（愛媛県立中央病院 乳腺・内分泌外科部長）
講演２：末梢動脈疾患に対する血行再建術とエコー検査
山岡 輝年（松山赤十字病院 血管外科部長）
講演３：急を要する心電図
藤井 昭（愛媛大学大学院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座 助教授）
講演４：膵癌早期診断へ向けて臨床検査技師が果たせる役割（仮）
熊本 天児（愛媛大学医学部附属病院 地域医療支援センター副センター長）
参加費：日臨技会員3000円、日臨技非会員8000円（昼食代含む）
生涯教育研修：専門20点
申込み：Eメール：mie.012381@gmail.com （または電話）
①氏名 ②会員番号 ③施設名 ④電話番号を明記してください。
締切り：2019年6月21日（金）

連絡責任者：虫本 一平 ☎ 0875－52－3366
時：2019年7月13日（土）14：00～16：00
所：高松赤十字病院 管理棟1階中会議室
容：1）平成30年度日臨技精度管理（病理）の解説
筒井 真人（高松赤十字病院）
2）平成30年度日臨技精度管理（細胞）の解説
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
日
場
内

④

2019年度 日臨技中四国支部 臨床検査総合部門研修会

⑤

2019年度 徳臨技・四県合同研修会（輸血検査研究班）

連絡責任者：長町 健一 ☎ 087－831－7101
日 時：2019年7月14日（日）10：00～16：30（受付9：30～）
場 所：岡山市立市民病院 1階 多目的ホール
内 容：テーマ「臨床検査技師として必要な人材になろう」
参加費：日臨技会員 3,000円 非会員 6,000円
生涯教育：基礎教科20点
定 員：80名 事前登録制（6月1日受付開始）
申込み：日臨技ホームページ内の会員専用サイトから申し込みください
締切り：2019年6月30日（日）
備 考：詳細については日臨技ホームページまたは同封の資料を参照してください

連絡責任者：鬼松 幸子 ☎ 0877－46－1011
時：2019年7月27日（土）・28 日（日） （※初級は 7 月 27 日（土）のみ）
所：（受付・講義）徳島大学医学部保健学科 保健学 A 棟 4 階 大講義室
（実習）保健学 B 棟 5 階 検査実習室 B52～B54
内 容：（初級）凝集の見方、血液型検査、不規則抗体スクリーニング、交差適合試験
（中級）凝集の見方、血液型検査、不規則抗体スクリーニング・同定、 直接抗グロブリン試験、
解離試験、亜型検査
参加費：（初級）10,000 円、（中級）20,000 円
※昼食代含む（初級 1 食、中級 2 食）
生涯教育研修：（初級）専門 20 点、（中級）30 点
募集人数：先着順（初級）24 名 、（中級）20 名
申込み：所定の参加申込書に必要事項を記載のうえ、FAX でお申込ください
備 考：申込期間は終了いたしました。詳細は臨検タイムス（5月号）に同封した研修会案内をご確認ください。
日
場

⑥

2019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：2019年8月4日（日）10：00～12：00
場 所：香川大学医学部附属病院 検査部
内 容：初心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
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⑦ 2019年度 第2回 生理検査研修会 連絡責任者：大森
日 時：2019年8月25日（日）10：00～12：00
場 所：香川県済生会病院 7階大ホール
内 容：「脳波」
稲毛 敏宏
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から申し込んでください。
⑧

浩美

☎ 0877－46－1011

2019年度 日臨技中四国支部研修会「一般検査部門研修会」

連絡責任者：永田 啓代 ☎ 0877－62－1000㈹
日 時：2019年9月8日（日）9：30～16：30
場 所：鳥取大学医学部 臨床講義棟3階 431講義室
内 容：テーマ「あなたの知りたいに答えます！～尿沈渣から体腔液、寄生虫まで～」
参加費：日臨技会員 3,000円 非会員 5,000円
生涯教育研修：専門20点（認定一般検査技師更新単位申請中）
定 員：100名 事前登録制（6月15日受付開始)
申込み：日臨技ホームページ内の会員専用サイトから申し込みください
備 考：詳細については日臨技ホームページまたは同封の資料を参照してください

＊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7,000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。

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会のご案内
本講習会は今年度で終了します。香川県での開催も下記の日程のみとなっていますので、未受講者はお
早めにお申込みをお願いいたします。

開始日時︓2019年10月13日
（日）10︓40
終了日時︓2019年10月14日
（月）17︓40
開催場所︓香川県レクザムホール

多目的大会議室「玉藻」

香臨技ホームページ委員会よりお知らせ
香臨技ホームページのリニューアルに際し、現在、委員会メンバーで内容について話し合い、検討しておりま
す。
ホームページについて、皆様からのご意見、ご希望等をお伺いしたいと思いますので、下記の連絡先までご連
絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

連 絡 先 ︓ 花川

準司（四国中検）

アドレス ︓ j-hanakawa@s-cyuken.co.jp
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香川県臨床検査技師会永年会員表彰を受けて
堺 絵梨子（株式会社 福山臨床検査センター 高松支所）
この度は永年会員表彰を授与して頂き誠にありがとうございます。
20年の年月を振り返ってみると想像していたよりはるかに早い時間
で過ぎ去った年月でした。
専門学校を卒業後、臨床検査技師として働くこととなった場所が広
島県福山市にある福山臨床検査センターの本社検査部でした。毎日、
何千何万との検体が運び込まれ圧倒される検体数にどうやったら効率
良く且つ、正確に検査が行えるのか悩む日々であったように思います。
その後、グループ会社で微生物検査に携わったのち、今は高松支所で
（支所間交流会にて）
生化学・血液学・尿一般検査の緊急検査に奮闘中です。
福山臨床検査センター内の狭き世界ではありますが、移動した先々で新しい分野の検査に携わることで学生時
代以降すっかり忘れてしまっていた事を再学習するのはとても大変でしたが、貴重な経験ができたことに感謝し
ています。これまでの経験が思いがけない点で役立つこともあり、驚きを感じると共に一生懸命やってきて良か
ったと喜びを感じます。
検査センターでの検査は病院と違って直接患者様の容体を目にすることもないため、検体の向こう側にいる人
の苦痛や不安を抱える気持ちを想う部分が希薄になりがちです。しかし検査は患者様のためを思ってするもので
あるので、検体を受け取る回収者や病院からの依頼や要望を聞く事務、そういった小さな声を共有・連携するこ
とで、患者情報の少ない部分を検査センターならではのチームワークで補い、検体に関わる全ての人の協力あっ
ての厳しい精度管理のもとで取引先の病院、更にその先の患者様に貢献できているのではないかと自信が持てる
ようになってきました。
日々多忙な業務での疲れを一瞬にして吹き飛ばしてくれるのが、とても人見知りで甘えん坊な猫の僕。まだ広
島にいた頃の保護猫で親友と兄妹の里親になろうと決めたことがきっかけで家族になりました。仕事終わりで家
路につき玄関を開けると「ニャー」とお出迎えしてくれる姿がとてもキュートです。しつこく付きまとわれ蹴飛
ばしそうになることも多々ありますが、ソファーで寛いでいるとピッタリ体を寄せ来てゴロゴロと喉を鳴らす様
子が極上の癒しで疲れた１日がリッセトされる瞬間です。
これからも日々進歩する医療技術に遅れをとらないように努力し続けることはもちろんのこと、信頼される検
査結果の継続的提供を目指して今後も頑張っていきたいと思います。
この度は自身を振り返る貴重な機会を与えて頂きましたことに深く感謝いたします。

・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。先日、臨
床検査学科での新入生歓迎会が行われ、新入生と初めての顔合わせとなりました。私が関わる実習は1年
生では行われないため、1年生の顔は覚えきれていませんが、これからの大学生活で徐々に覚えていきた
いです。また、臨床検査技師として成長する姿を間近に見られることをうれしく思っています。
森西 起也（香川県立保健医療大学）

～ 香臨技 求人情報 ～

現在、キナシ大林病院、香川大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
香川大学医学部附属病院 病理部、その他の求人情報があります。
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

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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