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日　時　；　2022 年 9 月 29 日（木）　19：00 ～ 22：00 

場　所　；　ZOOM 会議

出席者　；　宮川朱美（会長）、松村孝雄（副会長）、長町健一（副会長）、太田安彦（事務局長）、

　　　　　　小原浩司（経理部長）、香西宣秀（学術部長）、小林万代（広報部長）、森本弘美（福祉部長）、

　　　　　　高水竜一、篠原由美子、木内洋之、福田　智、藤村一成、十川直美（以上理事）、

　　　　　　横内美和子（監事）、多田達史（監事）、時岡出津美（事務局） 　　　　　　　　　　（順不同） 

司　会　；　宮川朱美 

書　記　；　太田安彦 

 

Ⅰ．報告事項　 
議事１．医療功労賞の推薦　〆切りについて 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊ 8 月 22 日が締め切りであったが今回は該当者なしで報告した。該当者がいるようなら次回以降に

登録する。 

議事２．香臨技会員　故 藤田宏典氏（KKR 高松病院）　御悔について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊香臨技から御悔、生花、弔電をお供えさせていただいた。香臨技の代表として会長が告別式に出席

した。通夜式には理事が何名か出席した。 

 

議事３．香川県立医療短期大学元臨床検査学科長　河西先生　御悔について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊香臨技から弔電をお供えさせていただいた。 

 

議事４．アルツハイマー月間について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊日臨技から送付されたバナーを HP に掲載した。 

 

議事５．タスク・シフト／シェアに関わる厚生労働省指定講習会報告 

　　　　＜松村副会長より報告＞ 

　　　　　＊ 8 月 28 日（日）に香川県立保健医療大学にて開催した。定員 60 名に対し 50 名が参加した。

　　　　　　十分な感染対策を実施して実施した。現在のところ新型コロナウイルス感染の報告はない。

　　　　　＊講師の先生方が思考を凝らして実施していただいたので、充実した内容であった。

　　　　　＊実務委員は香川県から 6 名、徳島県から 2 名の 8 名で対応した。実際には、理事および保健医療大

学の先生方（受講者含む）も前日準備から対応した。実際 8 名だけでは難しいと感じた。

　　　　　＊実施後に改善点の洗い出しを行った。

　　　　　＊次回の開催日を 1/29、2/5、2/12、2/19 の中から調整する。（講師の先生に 10 月中に連絡する）

　　　　　＊事前研修未受講者は早めの受講をお願いしたい。

議事６．香川県がん対策推進協議会報告 

　　　　＜松村福会長より報告＞ 

　　　　　＊ 9/9（金）に Web 会議が行われた。 

　　　　　＊「検査と健康展」で使用できる資料として、健康福祉部がん対策グループにポスターやパンフレッ

トの提供を依頼した。後日、理事会で検討後連絡することとした。
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議事７．精度管理委員会報告 

　　　　＜長町副会長より報告＞ 

　　　　　＊ 9/6 に専門委員会を開催した。

　　　　　＊事業内容は例年通り香川県からの委託という形で行う。

　　　　　＊委員から香川県の状況について説明を求められた。

　　　　　＊委員からできるだけ多くの施設が研修会に参加できるような取り組みをしてほしいという要望が

あった。

　　　　　＊各施設からの問い合わせがしやすいような工夫をしてほしいという意見があった。

　　　　　＊ 9/14 に申込書の発送を行う予定（試料配布は 11/9）。

　　　　　＊ 10/3 締切りで集計を行っている。

　　　　　＊今年度の研修会は 3/5 に現地開催とアーカイブ配信を予定しており、会場は香川県社会福祉総合セ

ンターを予約している。コロナの状況によっては現地でのリアルタイム配信に切り替える可能性も

ある。（イシハラ印刷に依頼）

議事８．新人研修会開催内容と事前申請状況

　　　　＜香西学術部長より報告＞ 

　　　　　＊ 10/2 に現地開催で準備を進めている。

　　　　　＊プログラムは昨年と同じ時間配分で行う予定。

　　　　　＊当日の準備は太田事務局長と香西学術部長で行う（8 時集合）。

　　　　　＊新入会員が 18 名（24 名中）、スタッフが 16 名事前登録済み。

　　　　　＊事前参加者登録している人にプログラム、感染拡大防止ガイドラインを一斉メールで送信する

　　　　　　（事務局）。 

 

議事９．ホームページ掲載報告について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊ 8 月末～ 9 月初めにかけて HP のレイアウトを若干変更した。画面右側に日臨技、連盟、感染対策、

日臨技医学検査学会、中四国医学検査学会のバナーを表示した。

　　　　　＊研修会案内について、HP 上でも案内している。

　　　　　＊新規掲載内容としては、「日臨技共済制度」感染症罹患共済金制度の補償項目の変更について、医

師法施行規則等の一部を改正する省令について、香川県感染対策情報更新（まだできていない）、

中四国支部医学検査学会ポスター等掲載などがある。 

 

議事 10．令和４年度地域医療介護総合確保基金（事業区分６）の追加募集等について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊タスクシフト / シェアの受講料を病院側に出してもらえるようにするためのもの。

　　　　　＊臨検タイムスにも掲載している。 

 

議事 11．香川県知事選挙対応について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊池田知事に推薦状をお渡しし、後日、お礼の電話があった。 

 

議事 12．宮島会長からのビデオメッセージ（09.28 配信）について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊旧統一教会の報道に関するお詫びと経緯についての内容である。

　　　　　＊宮島会長のこれまでの功績については皆の知るところであることから、受け止め方は個人個人で異

なる。

　　　　　＊この 6 年間で臨床検査技師の認知度が上がったのは確かである。

　　　　　＊個人個人でビデオメッセージを見てほしい。 

 

議事 13．施設責任者登録依頼について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊未登録の施設（22 施設）に対して個別に電話連絡した。

　　　　　＊残りは県立白鳥病院だけであり、森本福祉部長を通して手続きをお願いした。

議事 14．第 4 回日臨技理事会報告について 

　　　　＜宮川会長より報告＞

　　　　　＊各都道府県技師会の JAMTQC 使用状況のなかで香川県だけが使用していない。

　　　　　＊支部学会について、日臨技と地臨技が契約の形で行っていく。現在は日臨技理事会での認証になっ
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ているが、支部学会では委託契約、JAMTQC であれば使用契約のようなものを結ぶようなことを

検討しているようである。

　　　　　＊昨年度の中四国支部学会 ( 岡山県開催 ) で赤字となった。理由として、行動費については日臨技管

轄の学会なので日臨技の基準に合わせたことが誤算になった。今後、このようなことがないように

委託契約という形を検討している。

　　　　　＊次期保険点数改定要望項目の調査結果がまとめられたので各自確認をお願いしたい。診療報酬改定

まではまだ時間があるので追加で意見があれば日臨技に提出できる。

　　　　　＊日臨技の謝金及び旅費の支給に関する規程が追加されたので目を通しておいてほしい。

　　　　　＊日臨技会員の次年度の会費納入時期は 3 月 31 日までとなった。

　　　　　＊新型コロナウイルス感染症の第 7 波および 8 波・9 波における臨床検査室（技師）が必要としてい

るものについての報告があったので目を通しておいてほしい。

 

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・香川県は独自のシステムを使用しているが、JAMTQC を使用するかは今後検討していく。 

 

議事 15．中四国情報共有会議報告について

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊定例報告としては各県タスクシフト / シェアの開催結果と予定、臨地実習の経過報告、支部研修会

開催の報告と周知などが行われた。

　　　　　＊学会報告としては、広島学会について報告され、現地開催のみで行い中四国連絡会議が行われる。

連絡会議には宮川会長、長町副会長、太田事務局長、香西学術部長が出席予定である。

　　　　　＊災害対策については現在進んでいない。

　　　　　＊スタッフの行動費については、中四国で共有した方が良いのではという意見があった。

　　　　　＊検査と健康展は今回実施していない県もある。

　　　　　＊県研修会の他県への周知については、県によって参加費が県ﾆより違いがある。今後、中四国で統

一する方向で考えていく予定である。

　　　　　＊ 2016 年に神戸で行われた IFBLS の開催を、2026 年に開催したい意向がある。会場は幕張メッセ

を予定している。全国学会と合同開催にしたいため、本来は北日本支部が担当であるが、難しけれ

ば担当県を変更する可能性がある。 

 

議事 16．学術活動について 

　　　　＜香西学術部長より報告＞ 

　　　　　研修会について 

　　　　　＊生物・化学が 6/30 に開催した。（Web 開催）

　　　　　＊一般が 8/21 に開催した。（Web 開催）

　　　　　＊病理・細胞診が 10/8 に開催予定である。（Web 開催）

　　　　　＊小施設が 10/16 に開催予定である。（Web 開催）

　　　　　＊微生物が 11/12 に開催予定である。（Web 開催）

　　　　　＊輸血が 12/10 に開催予定である。（Web 開催）

　　　　　＊血液が 12/4 に開催予定である。（現地開催かもしれない）

　　　　　＊四県合同研修会の生物化学分析部門（香川県開催）が 12/3 に開催予定である。（現地開催）

　　　　　＊日臨技の推進事業が現在 5 件登録済みである。開催されているのが 8/21 の研修会だけである。 

　　　　学術誌について 

　　　　　＊現在、3 名が論文作成中である。

　　　　　＊特集と企画は学術部会で検討中である。各理事に依頼した場合は、よろしくお願いしたい。

　　　　　＊スケジュールは 10 月末くらいには論文や各特集を締切り、11 月中旬から 12 月上旬までに校正作業、

理事会（11 月）承認後、今年中に発刊予定。 

議事 17．その他 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊オンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申請書の送付に関する周知および推進依

頼があった。CM でも周知されていることのため、HP での周知はしなかった。

　　　　　＊日臨技より、自治体から依頼の検体採取に対する調査が行われたが、香臨技では自治体からの依頼

が無いので実施していないと報告した。 
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Ⅱ．審議事項 
議事１．令和４年香川県臨床検査技師会会員動向 

　　　　＜太田事務局長より報告＞ 

　　　　　＊前回の理事会以降 4 名の新入会者があり、全員入会処理済みである。さらに本日追加で 2 名の入会

処理を行った。今年度の新（再）入会者は 33 名になった。

　　　　　＊未入金者は 8 名から変わっていない（日臨技は退会済み扱いになっている）。 

 

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・会費未入金者については日臨技に再度問い合わせを行い、処理の不手際がなかったかを確認する。 

 

議事２．検査と健康展について 

　　　　＜小林広報部長より報告＞ 

　　　　　＊ 9/13 に Web 会議を行い、受付時間は 10 時から 12 時 30 分までに縮小した。

　　　　　＊昼食は取らずに午前中のみとした。

　　　　　＊参加は 80 名を上限として事前申し込みとなる。（大学祭実行委員会からの周知）

　　　　　＊内容は、骨密度、血圧・脈波、酸素飽和度を行う。

　　　　　＊パルスオキシメーターは 2 台購入したい。

　　　　　＊臨床検査体験コーナーも併せて行う。（超音波体験）

　　　　　＊パネル展示コーナーとして「新型コロナウイルス感染症関連」をはじめ学術部で検討している。

　　　　　＊香臨技の公益事業として「エイズキャンペーン」を行うことになっているため、パンフレットやポ

スター展示を予定している。

　　　　　＊実務委員は 20 名程度を予定している。

　　　　　＊配布物は香臨技のオリジナルクリアファイルを予定している。現在注文中である。併せて日臨技か

らの送付物があるので一緒に配付する。

　　　　　＊前日準備では配置と、配布物の袋詰めを中心に行う。18 時、19 時ごろから来られる人で行う。

　　　　　＊技師会館に保管しているもの（T シャツ、ジャンパー、パネル等）を確認する。 

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・握力計１台とパルスオキシメーター２台は香臨技で購入することとした。

　　　　　・現状で大学祭における検査と健康展は開催する。

　　　　　・内容は、骨密度、血圧・脈波、酸素飽和度、握力測定、パネル展示、体験コーナーとし、スタッフ

は 20 名を予定。

　　　　　・パネルは技師会館に保管してあるものに加えて、学術部で作成する。

　　　　　・がん対策に関するリーフレットの配布、パネル展示等も併せて行う。

　　　　　・現状でフジグラン丸亀における検査と健康展は開催するが、最終決定は 11 月の理事会で行う。 

 

議事３．ホームページ掲載依頼について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊日臨技からの情報が事務局時岡さんの所に来て、時岡さんが会員へ配信している。

　　　　　＊ HP に記載する内容を精査する必要があるのではないか。

　　　　　＊掲載するものを会長判断で決めてよいのかを検討したい。

　　　　　＊担当者がいてくれるとありがたい。 

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・香川県からの感染対策情報は会長が更新していくこととし、それ以外の内容については、掲載する

かを三役で決定して広報担当者に知らせることとする。広報担当者は HP 掲載依頼を担当する。 

 

議事４．集合研修における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインについて 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊森本福祉部長、篠原理事と松村副会長が中心となって作成していただいた。

　　　　　＊接触歴の部分は除き、ワクチン接種歴の部分は残した。 

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・作成したガイドライン（案）から、接触歴、濃厚接触者の部分を削除し、ワクチン接種歴を残した

ものを、香臨技のガイドライン（第 1 版）とする。

　　　　　・集合研修が行われる際には、主催者はガイドラインに沿って運用し、事前参加登録者にはガイドラ

イン内の健康調査票の部分を事前配布し、当日持参してもらう。当日参加者は受付で記載してもら

う。
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議事５．会費免除会員の選出基準について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊理事への事前アンケートにより年数は合計 40 年以上、もしくは会長経験者を会費免除会委員とし

て選出し理事会で承認を得るとなった。 

 

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・会費免除会員の選出基準は合計 40 年以上の会員、もしくは会長経験者とする。年度末の理事会で

選出し、総会で承認を得て決定する。

　　　　　・日臨技への加入を条件とする。

議事６．行動費の内規について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊理事に対する事前調査によって内規の案を作成した。

　　　　　＊ Web 会議においての交通費は 0 円の意見が多かった。

　　　　　＊論文査読料は 3,000 円の意見が多かった。 

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・日臨技の規定に沿って、学会の教育講演・シンポジウムの演者に対する講師料は非会委員のみ設定

するものとし、会員には適用しない。

　　　　　・非会員の講師料に関しては、その時の立場に応じてその都度設定する。

　　　　　・Web 会議においての交通費は 0 円とする。

　　　　　・現地開催の場合、役割のある人のみ交通費は内規に記載した、距離に応じて決まった金額を支給、

プラス 50km を越える場合、一定額の高速料金の支給とする。

　　　　　・この内規は 10 月 2 日より適用とする。 

 

議事７．一般社団法人日本臨床衛生検査技師会理事会、政策渉外関連事項等における現状把握のための調査協力

施設の選定について 

　　　　＜宮川会長より報告＞ 

　　　　　＊直ぐには決まらないことから今回は審議をせずメール審議または次回に持ち越す。 

 

議事８．日本臨床検査技師連盟活動について 

　　　　＜松村副会長より報告＞ 

　　　　　＊ 10/6 に Web 会議の予定。 

 

議事９．その他 

　　　　＜香西学術部長より報告＞ 

　　　　　＊来年の第 46 回香川県医学検査学会について、学術部会で 4/16 くらいに開催したいという意見が

出た。

　　　　　＊テーマはまだ決まっていないが、シンポジウムの内容は「人材育成」、「スキルアップ」という意見

が出た。 

 　

　　　　＜決定事項＞ 

　　　　　・来年の第 46 回香川県医学検査学会は令和 5 年の 4/16 に開催する。 

 

　　　　令和 4 年 9 月　29 日 

 

　　　　一般社団法人香川県臨床検査技師会 令和 4 年度第 4 回理事会において

 

議事録作成者　　　　　　太田　安彦 

 

代表理事（会長）　　　  　宮川　朱美　　㊞ 

 

監　事　　　　　　　　　横内　美和子　㊞ 

 

監　事　　　　　　　　　多田　達史　　㊞
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《研修会のご案内》

①　2022 年度 香川県微生物検査研究班研修会
 連絡責任者：藤川　栄吏　☎ 0877 － 23 － 3111（3210）

日　時：2022 年 11 月 12 日（土）13：00 ～ 15：00

場　所：Web 開催（Microsoft Teams）

内　容：「グラム染色と真菌検査」  極東製薬工業株式会社　　　　　　

　　　　「交流会」　ようこそ交流会へ !!

　　　　班長、副班長の紹介、新人さんをはじめ各施設参加者の自己紹介と質問タイム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤川　栄吏（香川労災病院）

申込み：日臨技 HP から事前参加登録をお願いします。　受付期間：2022 年 10 月 11 日～ 2022 年 11 月 6 日 

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 

※この研修会は Microsoft Teams を利用した Web 配信になります。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。

※事前参加登録された方には後日メールにて URL をお送りいたします。

※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。 

②　令和４年度 香川県臨床検査技師会・四県合同研修会（生物化学分析研究班）
 連絡責任者：田村　順子　☎ 087 － 876 － 1145

日　時：令和 4 年 12 月 3 日（土）12：30 ～ 17：00

場　所：香川県立保険医療大学

内　容：テーマ：「データからみる悪性リンパ腫」

　　　　一般演題　「血液検査データから疑う悪性リンパ腫」　　　　　  合田　佳純（三豊総合病院）

　　　　　　　　　「中枢神経系原発悪性リンパ腫患者における脳脊髄液中メトトレキサート測定の

　　　　　　　　　　有用性と薬物動態」　　　　　　　　　　　　　　 藤田英里加（愛媛大学医学部附属病院）

　　　　　　　　　「生化学検査データから悪性リンパ腫に迫る（仮）」　 本宮健太郎（愛媛県立中央病院）

　　　　　　　　　「移植後早期に再発した成人 T 細胞白血病の一症例」   漆原　南実（徳島大学病院）

　　　　教育講演「悪性疾患における可溶性 IL-2R 検査の意義・機序」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大井　雅宏（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）

　　　　特別講演「データからみる悪性リンパ種」　　　　　　　　　　  山岡　源治（香川大学医学部附属病院）

申込み：日臨技 HP より事前参加登録をお願いします。　受付期間：2022 年 11 月 7 日（月）～ 11 月 25 日（金）

定　員：150 名（先着）

参加費：2000 円　　　生涯教育研修：専門 20 点

備　考：会場開催のみとなります。ご了承ください。

③　2022 年度 第 1 回 血液検査研修会 連絡責任者：杉　　理恵　☎ 087 － 811 － 3333

日　時：2022 年 12 月 4 日（日）9：30 ～ 12：00

場　所：サンメッセ香川　中会議室（現地開催）

内　容：「凝固系検査の基礎」　   藤重　和久（三豊総合病院）

　　　　「後天性血友病 A を知るために」　　　　　　  井上　雅隆（KM バイオロジクス株式会社）

　　　　「血算・血液像の基礎」　   河野　祐子（高松市立みんなの病院）

　　　　情報交換および会員交流

申込み：日臨技 HP より事前参加登録をお願いします。当日参加も可能です。

参加費：200 円　　　生涯教育研修：専門 20 点
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④　2022 年度 第 1 回 香臨技輸血検査研修会
 連絡責任者：渡邊　　良　☎ 0877 － 23 － 3111（3206）

日　時：令和 4 年 12 月 10 日（土）14：00 ～ 15：15 （WEB 開催）

場　所：Web 開催（Microsoft Teams）

内　容：テーマ「輸血医療の精度保証～管理と技術～」

　　　　① 施設管理「I&A について」　　　　　　　　   高杉　淑子（高松赤十字病院）

　　　　② 技術面「認定輸血検査技師制度について」　　正木　里奈（四国こどもとおとなの医療センター）

申込み：日臨技 HP から事前参加登録をお願いします。　受付期間：2022 年 10 月 20 日～ 2022 年 11 月 26 日

参加資格：日臨技会員（県内会員に限る）　　　　　　　　　　　

参加費：無料　　　生涯教育研修：専門 20 点

備　考：WEB 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。

事前登録者には 12/5 頃にインビテーションメールを送付いたします。届かない場合は 12/8 までに香

川労災病院・渡邊までご連絡ください。

⑤　2022 年度 第 2 回 保医大臨床検査塾スキルアップセミナー
日　時：2022 年度 12 月 17 日（土）9：00 ～ 15：00

場　所：香川県立保健医療大学　臨床化学実習室、臨床血液実習室、生理実習室

内　容：臨 床 化 学：血糖測定キットを用いたマイクロピペット技術演習、pH メータ操作、問題の解き方

　　　　血　液　学：PT 用手検査、血液像、実地試験における注意点

　　　　神経生理学：脳波検査と神経伝導検査の試験対策、波形問題

申込み：香川県臨床検査技師会 HP →研修会の案内→他団体よりご参照いただき、こくちーずプロより申込みを

お願いします。

事前参加登録期間：2022 年 10 月 10 日（月）～ 12 月 9 日（金）

参加費：無料

備　考：事前参加登録者には、後日参加に対しての事前メールをお送りいたします。

⑥　令和 4 年度 第１回遺伝子・染色体検査研究班研修会
 連絡責任者：山川けいこ　☎ 087 － 898 － 5111

日　時：2022 年 12 月 17 日（土）　13：00 ～ 15：00

場　所：WEB 開催（Microsoft Teams）

内　容：テーマ「知っておきたい遺伝子検査の基礎－遺伝子変異解析の基礎とこれから－」

　　　　① 遺伝子の変異　どう検出する？　各解析法の紹介とその特徴　　　   山川けいこ（香川大学医学部）　

　　　　② サンガ―法による DNA 配列解析の基礎　　　　新美　健太（香川県立保健医療大学保健医療学部）　

　　　　③ PCR 法を用いた肺癌におけるマルチ遺伝子パネル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山　怜至（シスメックス株式会社　LS 事業本部）　

申込み：日臨技 HP より事前参加登録をお願いします。　受付期間：2022 年 11 月 1 日～ 2022 年 12 月 10 日

参加資格：日臨技会員（ただし県内会員に限る）

参加費：無料　　　生涯教育研修：専門　20 点

備　考：事前参加登録者には後日インビテーションメールを送付します。

　　　　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。
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向井　萌々香（高松市立みんなの病院）

　2022 年も残り 3 か月を切り、今年も終わりに近づいてきました。私は、4 月から高松市立みんなの病院に勤

務しています。社会人となり半年が経過し、時の早さを感じています。検査技術科、微生物・一般検査に配属と

なり、現在は主に微生物検査を行っています。業務を覚えるだけでなく、検査や細菌などの知識も必要なため大

変ですが、日々の業務の中でやりがいも見出すことができ充実した日々を送っています。しかし入職 1 年目とい

うこともあり、ミスすることも多く自分の未熟さを痛感し、落ち込むこともありますが、先輩方が優しくフォロー、

アドバイスをして下さるおかげで前向きに業務に取り組めています。

　2022 年 10 月 2 日（日）9：00 より香川県立保健医療大学 講義棟 3 階大講義室にて、令和 4 年度新（再）入

会会員研修会が開催されました。コロナ禍ということもあり対面で開催できるか不安でしたが、無事に終了する

ことができました。

　幸い私は香川県出身、香川の大学卒業だった為、久しぶりに会う友人も多く懐かしい気持ちになりました。研

修会では「香川県臨床検査技師会・日本衛生検査技師会について」、「医療安全と接遇について」、「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」の紹介や参加者の自己紹介が行われま

した。

　勧められて臨床検査技師会に入りましたが、研修会にてどのような取り組みが行われているのかよく分かって

いなかったので、今回の新人研修会を通して理解することができました。

　参加者の自己紹介では所属、名前、検査内容を 1 人ずつ紹介していきました。病院や検査センターなど幅広い

施設の方々が参加しており、今回の新人研修会では積極的に交流を深める時間は取ることができませんでしたが、

ぜひ他施設での働き方や業務について意見交換をしたいと感じました。

　研究班活動は分野ごとに分かれており、研修会も定期的に開催されているようでした。ルーチンでは行ってい

ない分野でも、気軽に参加できそうな研修会もあり、とても興味深い内容でした。今後は研修会へ積極的に参加し、

知識を深めることで自己研鑽したいと思います。　また 11 月には微生物検査の研修会が開催されることも知れ

たため、勉強と共に同じ微生物検査を行っている方たちと交流を深めていきたいと考えています。初めての研修

会ということもありとても楽しみにしています。

　私は中学 2 年生の時に臨床検査技師の存在を知り、目指すようになりました。大学入学後は生まれ育った香川

県高松市で地域医療に貢献するという目標を持ち勉強に取り組んできました。限られた時間の中での勉強も目標

があったからこそ乗り越えられたと思います。「臨床検査技師になりたい」という目標は達成しましたが、そこ

がゴールだと満足せず、新たな目標に向けて今後も努力し続けていきたいです。現在の専門分野での目標は微生

物検査において細菌の同定に必要な検査を迅速に考えて行い、時間内に検体を処理することです。薬剤耐性菌に

ついての知識が浅く、どの薬剤感受性検査が必要かをすぐに判断できないため業務終了後や休日に自主学習を進

めています。また１人の臨床検査技師としての目標は先輩方のような優先順位を素早く決め、的確に検査を行う

ことができることです。

　採血など一部の業務を除き患者様に直接かかわる機会の少ない職種ですが、検査した結果が治療方針を決定す

ることがほとんどです。新人ということを言い訳にせず、検査のプロとしての自覚を忘れず患者様によりよい医

療を提供するためにこれからも勉強し、たくさん経験を積んでいきたいと思います。

2022年度 香臨技 新（再）入会研修会に参加して

（前列向かって右から 2人目が向井さんです）
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現在、香川大学医学部附属病院病理部、はらおか医院内科・循環器内科、オリー

ブ高松メディカルクリニック、香川大学医学部附属病院、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：森本　弘美（香川県立中央病院　中央検査部） 

　　　　　　　　　　　アドレス： morippi7chin6445@gmail.com

～ 香臨技 求人情報 ～

・ 編 集 後 記 ・

　今年も金木犀の香りが漂う季節となりました。一雨ごとに気温
が下がり、そろそろ冬支度のことも頭をよぎります。冬の心配と
いえば、今年はコロナとインフルエンザが同時流行するのでは、
と言われています。医療の現場でもワクチン接種での備えや基本
的な感染対策の継続が大切ですね。
　ところで、『黒い濃い人』という沖縄のお菓子をご存じですか？
お土産にもらったのですが、ネーミングはあの有名な北海道銘菓
のパロディだし、イラストは落書きのようで、私は箱を見る度に
力が抜けてなんだか癒やされました。中のお菓子も美味しかった
ですよ。　　　　　　　　　　　森本　弘美（香川県立中央病院）

令和4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。令和 4 年度の案内状は 9 月 14 日（水）に発送済みです。

　　試料配布日：令和 4 年 11 月 9 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：高松赤十字病院　検査部　　長町　健一

　　　　　　　　TEL ： 087-831-7101　　E-mail ： kensa@takamatsu.jrc.or.jp

　　備　　　考：試料については、新型コロナウイルス感染予防対策として、施設入口（玄関）で受け渡しとさ

せていただきます。貴施設到着後、試料受領責任者へ連絡いたしますので、速やかな受け渡し

にご協力をお願いいたします。

全国「検査と健康展」開催のお知らせ
日　時：2022 年 11 月 5 日（土）10：00 ～ 12：30

場　所：香川県立保健医療大学　201・202 講義室

内　容：① 健康チェック（血圧測定、骨量測定、血中酸素濃度測定、握力測定）

　　　　② 臨床検査パネル展示、検査体験コーナーなど

備　考：新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容が変更・中止となる場合があります。
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開催日時

10:0010:00～～～121212:12:30
**生活習慣病やガンの早期発見のための生活習慣病やガンの早期発見のための生活習慣病やガンの早期発見のための
定期的な健康診断の重要性を考えよう

**臨床検査・臨床検査技師について知ろう

開催場所 香川県立保健医療大学香川県立保健医療大学 201201・201・202202講義室

無料健康チェック
◆血管機能検査◆血管機能検査(◆血管機能検査(血管年齢血管年齢)◆血管機能検査
◆骨量測定
◆血管機能検査
◆骨量測定◆骨量測定(
◆血管機能検査◆血管機能検査◆血管機能検査(血管年齢血管年齢◆血管機能検査◆血管機能検査
◆骨量測定◆骨量測定((骨年齢

血管年齢血管年齢血管年齢
骨年齢骨年齢骨年齢)◆骨量測定◆骨量測定◆骨量測定(骨年齢骨年齢骨年齢

◆血中酸素濃度
骨年齢骨年齢)骨年齢

◆血中酸素濃度◆血中酸素濃度測定◆血中酸素濃度
◆握力測定

検査を知ろう！
臨床検査・臨床検査技師紹介
◆新型コロナウイルス検査など◆新型コロナウイルス検査など
◆検査リーフレット、クリアファイル◆検査リーフレット、クリアファイル
除菌ウエットペーパーなど配布

主催主催▶ 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 ・・ 一般社団法人香川県臨床検査技師会

＊新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容が変更・中止＊新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容が変更・中止
となる場合がありますので、ご了承お願いいたします。

事前申込：80名（超える場合は当日対応予定）



－ 11 －

開催日時

10:00～12:30
*生活習慣病やガンの早期発見のための
定期的な健康診断の重要性を考えよう

*臨床検査・臨床検査技師について知ろう

開催場所 香川県立保健医療大学 201・202講義室

無料健康チェック
◆血管機能検査(血管年齢)
◆骨量測定(骨年齢)
◆血中酸素濃度測定
◆握力測定

検査を知ろう！
臨床検査・臨床検査技師紹介
◆新型コロナウイルス検査など
◆検査リーフレット、クリアファイル
除菌ウエットペーパーなど配布

主催▶ 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 ・ 一般社団法人香川県臨床検査技師会

＊新型コロナウイルス感染状況等により、イベント内容が変更・中止
となる場合がありますので、ご了承お願いいたします。

事前申込：80名（超える場合は当日対応予定）

バンド演奏・のど自慢大会のステージショーや模擬店を企画しています。
ご参加の際には、体温測定、マスク着用、手指消毒、構内での飲食禁
止等の感染対策にご協力くださいますよう宜しくお願いいたします。
詳細は申し込み時のチェック項目をご確認ください。

〈事前申し込み期間〉
月 日 火 ～
月 日 土

橄欖祭、同時開催イベントの
お申込みは先着順です。

橄欖祭定員は 名程度です。
同時開催イベントの概要は、
チラシ裏面をご覧ください。

申し込みはこちら
参加費無料

〉

橄欖祭、同時開催イベントの

香川県立保健医療大学

主催：香川県立保健医療大学橄欖祭実行委員会 後援：香川県立保健医療大学後援会
連絡先：761-0123 香川県高松市牟礼町原281-1 087‐870‐1212（大学事務局代表）
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≪ 同 時 開 催 ≫同同同同同同同 時時時時時 開開開開開 催催催催催催
橄欖祭へのお申込に加え、各イベント（無料）へのお申込が必要です。

新型コロナウイルスの影響で昨年、一昨年と
開催できなかった保健医療大学橄欖祭を皆様の
おかげで開催できる運びとなりました。今年の
テーマは「響」です。ご来場していただいた皆
様に音楽やダンスなどを通して、私たちの元気
が少しでも広がり伝わるようにとの思いを込め
ました。外出自粛やマスクの着用など、まだま
だ状況は終息に向かっているとは言えませんが、
感染対策をしっかり行いますので是非、本学大
学祭にお越しいただきたいと思います。

第 回橄欖祭 実行委員長 岩本捷瑚

秋のライフサイエンス教室
～ほねほね宝探し～

時間： 時～ 時
対象：香川県内の小学生と家族の方
定員： 家族
内容：箱の中から骨を見つけて骨の

名前を当てよう！
あなたは何個見つけられるかな？

他にも、骨密度測定や超音波検査の
見学もできます。事前申込の上、
ぜひ会場へお越しください。

☆保医大レンジャーより☆

ミニオープンキャンパス

時間： 時～ 時
対象：高校生
定員：看護学科志望 名

臨床検査学科志望 名
内容：教員・学生による個別相談
本学のカリキュラムや入学試験、
学生生活などについて、教員や在学
生に聞いてみたい方は、ぜひお申し
込みください。

申し込みをされた方には、
当日整理券を配布しますので、
橄欖祭受付にお申し出下さい。

≪ 実 行 委 員 あ い さ つ ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影
響により２年間開催できなかった橄欖祭を開
催できますことを大変うれしく思います。
各サークルによるステージや模擬店、各学科
のブースをお楽しみいただけますと幸いです。
感染対策を十分に行い、ご来場いただいた方
に有意義な時間を過ごしていただけるように、
実行委員一同、力を尽くしてまいります。

第 回橄欖祭 副実行委員長 中根あかり

駐車場
はこちら

お車でお越しの方は、
運動場（大学北側）を
ご利用ください。

時間： 時～ 時 分
定員： 名
内容：定期的な健康診断の重要性を

考えよう

◆無料健康チェック
●血管機能検査 血管年齢
●骨量測定 骨年齢
●血中酸素濃度測定 他

◆香川県立保健医療大学同窓会紹介
●パネル展示

主催：一社）日本臨床衛生検査技師会
一社）香川県臨床検査技師会

共催：香川県立保健医療大学同窓会 翠丘会

全国『検査と健康展』
香川

翠丘会


