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還暦の記念に原稿を頼まれ考えて今、振り返りをすると、このことを語ることにしました。
ある職場で、毎朝早く、ほうき、塵取りをもって玄関、廊下、清掃をしている、おじさんがいました。入職間
もない私は、清掃の方だと思っていたのですが、職場の取締役の方でした。仕方なく、また、言われることもな
く、毎朝、私は、手伝うようになりました。当時、疑問に思うことは、ありました。それから、しばらく続けて
いくと一人二人増え、自然に人が増えていった記憶があります。松下幸之助は、掃除とはだれが行うものではな
い、自分が実践するものだ。その“みずから実践する”ところに大きな意義を感じていたと著書にあります。
自分が掃除をした後にゴミ、汚れがあったらどうでしょうか？自然とキレイにすると思いませんか？それが、
“みずから実践する”に繋がるのです。
もう一つここで大事なことは、『自然に人が増えた』ことです。なぜかといえば、職場の意識が変わり、それ
と同時に、組織力が増した事になるのではないでしょうか。
ある朝、いつものように清掃をしているといつもと違うくらいの砂埃が、検査室の中に落ちていました。そこ
から、戦いが始まったのです。生化学自動分析のブランクが通常より高くなりブランク異常メッセージ・・
Fe,Ca,etc・・。原因は、この砂埃だと、直ぐに気付きました。清掃は、業務に対する気付きの訓練になってい
たのでは、と思いました。
現在、清掃は、5Sの一つの項目で5S活動をご存知の方が多いと思います。整理とは、必要、不要なものを分
る、不要なものは捨てる。整頓とは、必要なモノがすぐさま使える、置き場所決め、表示を確実に守る。清掃と
は、掃除をして同時に、細部まで点検する 清潔とは、整理・整頓・清掃を徹底して実行し、汚れのないきれいな
状態を維持する。しつけとは、決められたとおりに実行できるように習慣づける。ISO15189では、5.2.6に要求
されているように、清潔で維持管理しなさいと要求されています。ここで、大切なことは、清掃は、順番を決め
たり、命令されてするものではないことです。
清掃の究極の目的は、「強い組織を作るためのツールになるものである」といえるのではないでしょうか。
数年前に他界した当時の取締役の方の行動は、年齢とともに呑み込むことができる様になりました。
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《研修会のご案内》
①

2019年度 血液検査・小施設合同研修会

②

2019年度 香臨技 新（再）入会研修会

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
連絡責任者：長町 健一 ☎ 087－831－7101
時：2019年8月24日（土）14：00～16：30
所：サンポートホール高松 54会議室
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。
日
場
内

③

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。

浩美

☎ 0877－46－1011

④

2019年度 日臨技中四国支部研修会「一般検査部門研修会」

⑤

2019年度 香臨技・四県合同研修会（微生物研究班）

連絡責任者：永田 啓代 ☎ 0877－62－1000（代）
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）
備 考：詳細については日臨技ホームページを参照してください。
連絡責任者：原 美佐子 ☎ 087－811－3333
時：2019年9月15日（日）9：30～15：20
所：香川大学医学部 臨床講義棟2階
容：テーマ「AST活動に貢献できる微生物検査技師を目指して」
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。
締切り：2019年8月16日（金）
日
場
内

⑥

2019年度 日臨技中四国支部研修会 臨床微生物部門研修会

連絡責任者：原 美佐子 ☎ 087－811－3333
日 時：2019年9月28日（土）14：00～
9月29日（日）12：30
場 所：鳥取大学医学部保健学科 アレスコ棟6階 262講義室
内 容：テーマ「ＡＭＲを知り ＡＭＲを制す」
参加費：会員3,000円 非会員5,000円
生涯教育研修：専門30点
申込み：日臨技ホームページ内の会員専用サイト（事前参加登録）から申し込みください
締切り：2019年8月20日（火）予定
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⑦

2019年度 第3回 輸血検査研修会

連絡責任者：鬼松 幸子 ☎ 0877－46－1011
時：2019年9月28日（土）14：00～16：00
所：回生病院 新館5階 講堂
容：テーマ「血液型検査における異常反応とその対処法」
講演1： オモテ・ウラ不一致への対応（仮）
白幡
繁（イムコア 営業戦略部 テクニカルサポート シニアスペシャリスト）
症例検討：「血液型が判定できない！どうする？？」
症例提示：山地 瑞穂（三豊総合病院）
参加費：200円
生涯教育研修：専門20点
日
場
内

⑧

2019年度 香臨技・四県合同 血液検査研究班「初任者研修会」

連絡責任者：杉
理恵 ☎ 087－811－3333
時：2019年9月28日（土）13：30～17：00
所：香川大学医学部 臨床講義棟 ２階
容：「明日から役立つ基礎講座」
・フローサイトメトリーの原理とみかた
瀬尾佳代子（香川大学医学部附属病院）
・凝固検査の基礎
管﨑 幹樹（徳島大学病院）
「症例検討」２症例
「特別講演」～臨床医の知らない世界～ 検査技師が読み解くCBC
井上 千尋（徳島大学病院 診療支援部）
参加費：2,000円
生涯教育研修：専門 20 点
申込み：事前申込み、所定の参加申込書にて、県委員にお申込みください。（当日参加可能）
備 考：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。
日
場
内

⑨

2019年度 香臨技・四県合同 血液検査研究班「形態検査研修会」

連絡責任者：杉
理恵 ☎ 087－811－3333
時：2019年9月29日（日）9：30～15：40
所：香川大学医学部 実習棟
容：「鏡検実習」 ４症例
ランチョンセミナー
「血友病の話題と合成基質法による凝固因子定量について」
永井 裕雄（シスメックス株式会社 広島支店学術サポート課）
「がんゲノム医療の最新情報について」
遠藤
岬（シスメックス株式会社 LS市場開発部）
参加費：2,000円
生涯教育研修：専門20点
申込み：事前申込、所定の参加申込書にて、必要事項を記入し、県委員にお申込ください。
定 員：80名、当日参加不可
備 考：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。
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。

令和元年度 香川県外部精度管理調査のご案内
香川県からの委託を受け、香川県医師会の協力のもとに行っている外部精度管理調査を下記の日程で実施いた
します。＊都合により試料配布日が昨年よりも早くなっています
試料配布日 ： 令和元年 8月28日（水）午前中
対 象 項 目 ： （1）臨床化学検査
（2）血液検査
（3）輸血検査
（4）免疫血清検査
（5）一般検査
（6）生理検査
（7）微生物検査
（8）病理細胞検査
問 合 せ 先 ： 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 検査科
宮川 朱美
TEL ： 087-881-3663（検査科直通） E-mail ： kensa@obayashihp.or.jp
備
考 ： 今年度も点数化した評価を実施いたしますので、ご了承願います。
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香臨技 ビアパーティ開催のお知らせ
日

時：2019年8月24日（土）17時30分開始

場

所：ＪＲホテルクレメント高松１階
カフェ&レストラン「ヴァン」（１階フロント前に17時集合）

参加費：2,000円
申込先：小原

（新・再入会会員は無料。昨年の新・再入会会員も含む）

浩司（さぬき市民病院）

メールアドレスh24kensa@m51.sanuki.ne.jp
締切り：2019年8月16日（金）

日臨技 令和元年度 定時総会成立のお礼
平素当会の事業にご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。
会員各位のご協力により、令和元年度定時総会（令和元年6月22日
（土）開催）が成立し、第1号から第5号まで
のすべての議案が承認されました。また、2/3以上の承認が必要であった定款改定の第4号議案も承認されました。
皆様のご協力ありがとうございました。

季刊誌「ピペット」について
日臨技では、国民向けに＜臨床検査技師の職業広報＞を行う目的で、『「臨床検査技師」って？季刊誌ピペッ
ト』を発行しています。巻頭企画「グッジョブ・技師のお仕事」シリーズでは毎号多彩なゲストをお迎えし、臨
床検査についても語って頂きます。
最新号VOL.24夏号のゲストは、夏井いつきさん「日本を俳句の国に」です。聞き手は香川県臨床検査技師会
の宮川朱美副会長。俳句の魅力とともに香川の美しい自然も紹介されています。是非、ページを開いてご覧くだ
さい。

・編集後記・
今月から夏期の瀬戸内国際芸術祭2019がはじまりました。
島々の季節ごとに代わるアート作品を身近に感じられるのは、香川県人の特権
だと思います。私には理解しがたいアートもありますが。無料で鑑賞できる作品
も数多くありますので、まだの方は是非出かけてみてください。
十川 直美（キナシ大林病院）

～ 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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