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臨検タイムス香川（309号） ２０２１年４月

発行者：荒　井　　　健一般社団法人 香川県臨床検査技師会

2020年度 第6回 香臨技理事会議事録
日　　　時　；　2021 年 4 月 12 日（月）　19：00 ～ 21：00

場　　　所　；　ZOOM 会議

出　席　者　；　荒井健（会長），宮川朱美（副会長），松村孝雄（副会長），立石謹也（事務局長），

　　　　　　　　小原浩司（経理部長），香西宜秀（学術部長），小林万代（広報部長），太田安彦（福祉部長），

　　　　　　　　横内美和子，長町健一，高水竜一，三崎美江，篠原由美子，森本弘美（以上理事），

　　　　　　　　時岡出津美（事務局），佐久間一郎（税理士），和田康弘（社会保険労務士・行政書士）（順不同）

欠　席　者　； 　多田達史（監事），泉宮剛（監事），有江啓二（理事）

司　　　会　；　荒井健

書　　　記　；　太田安彦

議事内容　

議事１．決算・予算報告について

 ＜佐久間先生より報告＞

　　　　　＊資料に基づき今年度の決算報告がなされた。

　　　　　＊収入の部は新型コロナウイルス感染症の影響で日臨技事業が行えなかったことから日臨技からの助

成金は大幅に減少している。

　　　　　＊支出の部も新型コロナウイルス感染症の影響で事業が行われていないので広域社会活動費、学術研

究費、広報活動費は大幅に減少している。

　　　　　＊資料に基づき次年度の予算案報告がなされた。

　　　　　＊予算については新型コロナウイルス感染症の影響が無くなったと仮定して例年と同様の金額を算出

した。

　　　　　＊精度管理事業への県からの助成金が減額になる。

議事 2．公益目的支出計画実施報告書について

　　　　＜和田先生より説明＞

　　　　　＊資料に基づいて香臨技の継続事業２つについて説明がなされた。

　　　　　＊毎年 30 万円程度の赤字を作りながら、公益目的財産残額を減らしており、約 10 年後には 0 になり、

香川県からの監督が外れる予定。

　　　　　　　　　

議事 3．第 44回香川県医学検査学会・定時総会について

　　　　＜長町理事より報告＞

　　　　　＊ 4 月 18 日開催に向けて予定通りに進んでいる。

　　　　　＊運用案は大きく変わっていないが、感染対策について相談したい。

　　　　　　＜決定事項＞　

　　　　　　　感染対策については運用案に従って行う。

　　　　　　　演者はマスクをしたまま発表する。

　　　　　　　　　石原印刷さんにオペレーターになってもらい学会の録画をお願いする。

　　　　　　　　　総会の議長を谷本さん、副議長を井川さんに依頼する。
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　　　　　　　　　参加報告は報告書を事務局にメールで提出してもらう。

　　　　　　　　　Web で参加する人は委任状を提出する。

議事 4．令和 3年度香臨技役員について

　　　　＜荒井会長より報告＞

　　　　　＊ 3 月で大学を退職したが令和 3 年度は続けさせてもらうことにした。今後の状況で続けられなくなっ

た時は誰かにお願いしたい。

　　　　　＊同じく定年退職された立石さんは事務局長を継続、横内さんも理事継続、泉宮さんも監事を継続す

る。

　　　　　

議事 5．令和 3年度事業計画案について

　　　　＜荒井会長より説明＞

　　　　　＊当分新型コロナウイルスの状況が続きそうなので、令和 2 年度同様研修会の開催は難しいが新再入

会研修会と精度管理事業は行うことになる。

　　　　　　＜決定事項＞　

　　　　　　　新再入会研修会と精度管理事業は昨年同様行うが Web 開催も視野に入れる。

　　　　　　　研修会は昨年度同様 Web 開催を主体として行う。

　　　　　　　四県合同研修会（生理検査）は昨年延期したが今年度 7 月に Web で開催予定。

　　

議事 6．その他

　　　　＜臨検タイムスについて長町理事より＞

　　　　　＊臨検タイムスを見ている人が少ないので、一斉メールで送るのはどうか

　　　　　　＜決定事項＞　

一斉メールの導入については日臨技に確認し、使用しても良いなら臨検タイムスの情報を配信す

ることを検討する。

　　　　＜技師連盟の PR について小林広報部長より＞

　　　　　＊今回の学会では技師連盟の PR は行わないといけないのか。配信においてはどうなのか。

　　　　　　＜決定事項＞　

　　　　　　　今回の学会でも会場にブースを作り PR をする。

　　　　＜会計について小原経理部長より＞

　　　　　＊令和 2 年度は活動ができていないので香臨技にお金の余裕がある。

　　　　　　＜決定事項＞　

　　　　　　　技師会館の修繕を時岡さんに確認し必要に応じて改修していく。

　　　　　　　会員に還元するなど有効な利用法について検討する。

　　　令和 3 年　4 月　12 日

　　　　　　　一般社団法人香川県臨床検査技師会 令和 2 年度第 6 回理事会において

議事録作成者　　　　　　太田　安彦

代表理事（会長）　　 　　 荒井　　健　　㊞

監　事　　　　　　　　　多田　達史　　㊞

監　事　　　　　　　　　泉宮　　剛　　㊞
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第70回 日本医学検査学会

第 70 回日本医学検査学会　学会長　西浦　明彦（医療法人創起会くまもと森都総合病院 医療技術部）

　第 70 回日本医学検査学会を、一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会の担当で開催させていただくにあたり、

担当県を代表して一言ごあいさつを申し上げます。

　本学会は令和 3 年 5 月 15 日（土）・16 日（日）の 2 日間にわたり、福岡国際会議場、マリンメッセ福岡、福

岡サンパレスの 3 会場を利用しての開催を予定しておりましたが、昨年より流行しております COVID-19 の収

束が見えない中、2 回目の緊急事態宣言が福岡にも発出され、福岡県より日臨技へ「WEB 開催」を提案し、理事

会で開催方法の変更が承認されました。福岡県の担当は第 13 回（1964 年）、31 回（1982 年）開催以来の 39 年

ぶり 3 回目の開催となります。また第 70 回と記念すべき節目の開催年に当たり本学会を担当できることを嬉し

く思い、4 年前に実行委員会の準備委員会を立ち上げ、開催へ向けて様々な企画を計画しており、現地開催を目

指して準備を進めて参りましたが、感染拡大が収まらない状況において、参加される皆様方の安全の確保と国民

の医療を守る立場の医療従事者である私達と致しましては、現地開催は難しいと判断し、苦渋の選択ではござい

ましたが「WEB 開催」への変更を提案させて頂きました。

　学会のメインテーマは「What to do in the future」と致しました。「私たち臨床検査技師の未来には何がある

の、そのためには今、何をなすべきか」を考え、行動し、夢のある答えを皆で近未来に向けて発信したいと思っ

ています。私たちを取り巻く医療情勢も変化し、働き方改革について問われ、タスクシフティングが推進される

ようになり、私たち臨床検査技師も今までと違う新しいものを求められています。サブテーマは「臨床検査の深

化 (Deepen）と進化 (Evolution)」とし、深い眠りの中に埋もれていたもの・今まで作り上げてきた大切なもの

を再度見直し、良き物は良しとし活用し、その上で新しいものを作り上げて新たな道をつくるためにも、一人ひ

とりが一歩でも前に進んでいただきたい。学会のテーマカラーは“青”です。深い藍色から私たちの未来が、晴

れた空のような色になる事を願う学会にしたいと考えています。

　開催予定地でありました福岡市は人口 150 万人の大都市で、九州の政治、経済、文化、ファッションの中心と

して賑わうエネルギッシュな街です。「アジアの玄関口」として国際便が数多く就航し、福岡空港から都心部ま

で地下鉄で 10 分と抜群の利便性をもっており。さらにショッピングやスポーツから豊かな山・海の自然までを

気軽に楽しむことが出来ます。令和の年号ともゆかりのある太宰府天満宮や博多祇園山笠に代表される祭り、日

本一を誇る屋台や玄界灘からとれた新鮮な魚、素材を生かした豊かな食文化の質の高さなど、伝統と現代が調和

した、たくさんの魅力をもっています。機会がございましたら、是非一度福岡へお越しください。

　今回、WEB での開催となりますが、福岡ならではの取り組みで、視聴して頂いた皆様方に「視聴して良かった！」

と思って頂ける様な内容づくりに向け、実行委員一同取り組んでおります。多くの皆様の参加登録を、福岡県臨

床衛生検査技師会会員一同、心からお待ちしております。　　　（第 70 回日本医学検査学会　ホームページより）
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香川県立保健医療大学大学院修了を迎えるにあたり

中澤　留美（厚仁病院産婦人科　培養室）

　先月号の臨検タイムス香川（2021 年 3 月号）にて、香川県立保健医療大

学　大学院保健医療学研究科の学位授与の記事を掲載頂きました。先月号に

続き、“大学院博士後期課程を修了して”という内容で寄稿の依頼を頂きま

した。そこで、私が大学院で何を学び、どう考えたかを振り返り、そして今

後の仕事にどう結びつけていきたいかを私自身の心構えや覚悟として書きた

いと思います。

　突然ですが、皆様は胚培養士（エンブリオロジスト）を、ご存知でしょうか？

胚培養士とは、主に生殖細胞（精子、卵子）、胚（受精卵）を扱う専門職です。

臨床検査技師のみならず異なったバックグラウンドを持った人が携わってお

り、体外で精子と卵子を受精させて培養し、母体に戻すまでの過程において、

胚凍結や胚融解を行います。

　私は、臨床検査専門学校を卒業後、胚培養士として不妊治療施設に就職し

ました。その頃は日本で体外受精が成功してからまだ 10 年ほどしか経って

おらず、あまり認知されていませんでした。まだ確立された方法も少なく、

日々試行錯誤しながら仕事をこなす毎日でした。　　

　新しい情報を得るために勉強会や学会に参加していく中で、自分の「考え

る力」や「リサーチマインド」の弱さを常に感じていましたが、業務の忙し

さにかまけて、深く突き詰めずに全力ですべきことから逃げていたように思います。しかし、仕事に自信を持ち

楽しく働くために、疑問に思ったことや課題点を解決する力が必要だと考え、2012 年に香川県立保健医療大学

大学院修士課程（当時）に入学しました。

　修士課程では、職種や年齢を超えた沢山の人たちと出会うことができました。臨床検査技師、助産師、看護師、

保健師、看護学校教員など、それぞれ専門の立場から意見や問題点をディスカッションする中で、チーム医療の

重要性も学びました。仕事を持ちながらの研究は、覚悟していた以上に苦労も多く困難を感じることが幾多とあ

りましたが、共に励まし合う仲間がいたから頑張れたのだと思います。

　大学院（修士課程）は、私にとって、大きなターニングポイントとなりました。それは、時代に即した新しい

知識を学ぶことができた事、新しい観点からこれまでを振り返ることができた事、多くの仲間に出会えた事など、

そこから得るものが多くありました。そして、学ぶべき事はまだあり、「学び続ける」ことが重要であることを

再認識しました。

　それゆえ、2017 年に臨床検査学専攻の博士後期課程が同学に新設されたのを機に、博士後期課程で学ぶこと

に挑戦することを決め、次年 2018 年に入学しました。博士後期課程の最終年は、COVID － 19 のパンデミック

に伴う生活様式の変化の中で、大きな試練に立たされました。2020 年は、感染症拡大防止に伴う社会情勢や生

活の変化の中で、いかにいつもの”日常 " が大切で幸せなことなのかを改めて実感した一年でした。学校では、

オンライン授業やキャンパスの利用制限など予期せぬ学生生活でしたが、新しい学びの環境に適応し、新たな価

値観で学びを深めることができました。これらの経験から、予想外のことが起こっても臨機応変に対応し、自分

の問いに対する答えを追求し最後までやり遂げる力につながったと感じています。私が今後仕事をしていく中で

大きな影響を与え、礎となると思います。自らの研究テーマは、まだ明らかになっておらず研究途中です。今後も、

研究を続けていきます。

　少子高齢化が進む中、医療という世界は日進月歩で、次々と新しいシステムや方法が導入され、私たちを取り

巻く環境は日々変化しています。生活環境でも予想もしなかったような状況が続いています。このような状況の

中でも、大学院で学び得た知識や経験、努力したことを思い出しながら、微力ながらも自分の果たすべき事を丁

寧に考え、自分のフィールドで

活かせるよう取り組んでいきた

いと考えています。

　最後になりましたが、惜しみ

なくご指導してくださった先生

方、研究に没頭できる環境を整

えてくださった大学職員の皆

様、私の挑戦を後押ししてくれ

た職場の皆様、共に学んできた

仲間、そしていつも支えてくれ

た家族に、この場をお借りして

改めて御礼申し上げます。
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　小林　万代まで

　Eﾒ-ﾙ : kobaboobu0128@hotmail.co.jp

　TEL087-843-3666   FAX087-843-3667

＊香臨技ホームページ「会員専用」
 （ユーザー名 karingi2008　パスワード 0001）

現在、医療法人ウェルネスサポート 高松紺屋町クリニック、香川大学医学部

附属病院、株式会社 四国細胞病理センター、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：太田　安彦（福祉部長・香川県立保健医療大学） 

　　　　　　　　　　　アドレス： oota@chs.pref.kagawa.jp

～ 香臨技 求人情報 ～

・ 編 集 後 記 ・

　桜の見頃もあっという間に過ぎて、新緑のまぶしい季節が近づいています。この一年で私たちが当たり
前と思っていた日常生活がすっかり様変わりしてしまいました。先日、異動された方を囲んで集合写真を
撮影したのですが、できた写真は全員がマスク姿。まさしく今の風景だな、と感じました。医療従事者か
ら新型コロナワクチン接種が始まりましたが、以前のような生活を取り戻すにはまだまだ時間がかかりそ
うです。
　少し前のテレビ番組の情報ですが、人間は下を向いて生活していると、ネガティブな思考に陥りがちに
なるそうです。あまり遠くには行けなくても、まずは視線も気持ちも上向きで毎日を過ごしたいですね。
上を向いて歩こう♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本　弘美（香川県立中央病院）

第44回 香川県医学検査学会　開催される

《研修会のご案内》

　標記学会は、現地開催（2021 年 4 月 18 日（日）香川県

立保健医療大学にて開催）と Web 開催（2021 年 5 月 15

日～ 23 日）のハイブリッドで開催されます。Web 開催は、

現地開催を録画・録音して作成した動画を香臨技ホームペー

ジ内の会員専用ページ（ユーザー名 karingi2008　　パス

ワード 0001）で配信するオンデマンド形式となります。

　参加登録：Web 参加は事前の参加登録なし．ただし，Web 参加は視聴後に簡単なレポート提出あり

　参 加 費：無料　　　　生涯教育点数：基礎教科 30 点（定時総会），専門教科 20 点（学術集会）

　問合せ先：高松赤十字病院　長町　健一

　　　　　　TEL：087-831-7101（内線 2331），E-Mail：954nb9@bma.biglobe.ne.jp

①　2021 年度 第 1 回 輸血 Web 研修会　連絡責任者：鬼松　幸子　☎ 0877 － 46 － 1011

日　時：2021 年 6 月 26 日（土）14：00 ～ 15：30

内　容：初心者向け講座：ゼロからシリーズ～その①～
　　　　　　　　　　　　「輸血検査の基礎」　　　　　　　　　　　  土居　靖和（愛媛大学医学部附属病院）
　　　　担当者向け講座：スキルアップシリーズ～その①～
　　　　　　　　　　　　「検査に関わる　血漿分画製剤トピックス」植田　一郎（日本血液製剤機構）
申込み：日臨技 HP から事前参加登録をお願いします。事前参加登録受付期間：2021/5/20 ～ 2021/6/20
参加資格：日臨技会員であれば参加可能　　　　　　　　　　　
参加費：無料　　　生涯教育研修：専門 20 点
配信元：回生病院　
備　考：この研修会は Microsoft  Teams を利用した Web 配信になります。スマートフォンで参加される方はア

プリのインストールが必要になる場合がございます。事前登録者にはインビテーションメールを送付い
たします。研修会終了後、アンケート提出をもって参加実績とさせていただきます。

Web 開催日程 ：2021年5月15日（土）～23日（日）
テ　  ー  　マ ：「 次世代の臨床検査を考える 」

（現地開催会場） （シンポジウム）


