
第 2 章

平成13年〜令和２年の
あゆみ



2001年
（平成13年）

 ●　全自動臨床検査システムは、導入されてから10年が経過し経年劣化により全面更新
することになり、臨床検査システム検討小委員会が３月に設置され次期システム構
築に向けスタートが切られた。

●　臨床検査システム検討小委員会は４回開催され、各部門の現状分析、問題点の検討、
検体搬送システム導入施設の施設見学、メーカー等のヒヤリングが行われた後、検
体搬送システム、生化学自動分析機、情報処理ホストシステム等の機種が決定した。

2002年
（平成14年）

 ●　「さらなる効率化と臨床検査情報ネットワークの推進」をコンセプトに、次期総合臨
床検査システムの構築作業を進めた。

　　２月　　ホストコンピュータを MP-5400（日立）に更新
　　５月　　新検体搬送システムの最終レイアウト決定
　　10月　　新検体搬送システム（日立）搬入
　　　　　　ドクター支援システムのバージョンアップ
　　12月　　新検体搬送システム稼働
　　　　　　情報処理システム搬入
●　３月末　 田中病理部長が定年退職し、４月から清水健病理部長が就任。

2003年
（平成15年）

 ●　次期総合臨床検査システムの構築作業を平成14年２月以降引き続き進めた。
　　４月　　　新病理細胞診検査システム稼働
　　８月　　　第１期臨床検査システム運用開始（受付、検査業務、依頼書の変更）
　　９月　　　新微生物検査システム稼働
　　10月　　　第２期臨床検査システム（運用報告書業務、FAX 業務）稼働
　　10月１日　新臨床検査システム火入れ式
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■ 鹿児島市医師会臨床検査センターのあゆみ

　　11月　　　緊急検査室を医師会病院へ移転統合

医師会病院南側の検体受付用リフト

　　
Web 情報閲覧システム稼働
＜特　徴＞

１． Web 上で検査情報や画像情報の閲覧とデータ取込が可能になります。

２． 通常のインターネット使用と同じ感覚で利用できます。

３． 常に最新の検査結果情報をご提供いたします。

４． 検査結果をダウンロード（CSV 形式、Rs − Base 形式）し、多目的な利

用が可能となります。

５． ワンタイムパスワード方式によるユーザー認証機能、ファイヤーウォー

ル機能、SSL による双方向暗号化システムを搭載した安全性の高いセ

キュリティ環境をサポートしています。

（平成12年度から３年がかりで構築を進めてきた新臨床検査システムの
構築費用は約９億５千万円）

●　４月から内科・外科・産婦人科専門医会の推薦委員からなる運営委員会が発足
　　６月と10月に委員会開催

2004年
（平成16年）

 ●　診療報酬改定により、検査料収入も大幅にダウンする見込み。
●　阿久根市民病院への臨床検査技師（技師長クラス）派遣を３月で停止。
●　９月には検体数や売上減収に応じた検査体制の構築を図る目的で「検査体制検討委

員会」が発足。

2005年
（平成17年）

 ●　４月から「新体制推進整備委員会」が発足し、昨年９月から「検査体制検討委員会」
で討議された内容を具現化するため、各部署を網羅した委員の陣容でさらなる検討
が行われた。その準備段階として従来の課を班とする機構改革や人事異動が行われ
た。

●　５月からは「検査センター特別委員会」が発足し、健全な会員の共同利用施設とし
ての検査センターを存続させるための新たな体制整備ついて意見をまとめてほしい
との諮問が行われた。

●　これまでの部門制を廃止して検査運用を一元化し、検査の効率化等を図るため検査
指揮監督官（スーパーバイザー）による検査集中管理体制の実施を目的として、選
抜試験が行われた。

●　効率化を図るために検査の外注化を行うとともに、諸規程の整備を図るべく検査セ
ンター規則・経営会議規定等を制定した。
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●　12月13日、「最新・遺伝子検査の診療活用への提案」をテーマに学術講演会を開催。
講演　『最新・遺伝子検査の診療活用への提案 −今日の遺伝子検査の紹介とその診療活用への提案−』 
講　師：長崎大学医学部・歯学部附属病院 検査部 遺伝子検査室

　　　菅原　和行 先生
日　時：平成17年12月13日（火）
１． Single Nucleotide Polymorphisms：

SNP（一塩基多型）について
２． SNP の分析法
３． SNP 分析によって何がわかるのか

４． SNP データの診療への活用法
５． おわりに

2006年
（平成18年）

 ●　１月16日に「検査センター特別委員会」から検査センターの今後の運営についての会
長諮問に対する答申が出された。この答申を踏まえ、１月26日の第27回理事会で、医
師会病院の検体検査は原則として院内で完結すること、緊急検査室の職員は医師会病
院所属とし、会員医療施設からの緊急検査は従来どおり医師会病院内の検査室で実施
すること、緊急検査依頼は検査センターからの外注扱いとすることが決定された。

●　診療報酬改正により、5.4％の減収見込みとなった。
●　４月１日、緊急検査室の職員８人が医師会病院所属へ異動となると同時に緊急検査

業務の医師会病院外注化が開始された。
●　11月５日、医師会病院の検体検査システムが稼働し、開院以来全ての検体検査を当

検査センターが受託してきた両者の補完体制が変わることとなった。

2007年
（平成19年）

 ●　利用率の低下や検査料金の引き下げなどにより慢性的な収入減が続いており、内部
努力（人件費、販売費や一般管理費の削減）や営業活動を行っている。

●　４月１日、経営を圧迫していた緊急検査等の夜間集配にかかるタクシー代の検査セ
ンター負担を廃止するとともに、緊急検査料金の減額及びセット検査の減額改定が
行われた。

2008年
（平成20年）

 ●　２月に日本医師会から平成19年度の第41回臨床検査精度管理調査における評価評点
が満点（参加項目640点）であったとの通知があった。（検査項目は、生化学、免疫
血清、血液凝固、尿一般検査など全49項目にわたり、すべての項目において満点で
総合評点100点（参加施設3,074施設））

●　診療報酬改正により5.4％の減収見込みとなった。
●　特定健診・特定保健指導は昨年までの基本健診と比較して単価及び受診者数の減少

による収入減がみられ、設備投資を行った施設等から代行入力による手数料ではペ
イできないとして、各種会議で議論がなされた。

●　７月25日、臨床検査技師２人の退職に伴う後任補充として５年ぶりに１人の臨床検
査技師を採用。

2009年
（平成21年）

 ●　検体検査部門の今後のあり方について検討することを目的として設置された「医師
会病院・検査センター検体部門検討委員会」での検討結果をもとに２月13日に開催
された第29回理事会で、検査センターの運営改善策としての「経営改善６年プラン」
が承認された。

●　経営改善６年プランは、増収対策の推進や諸経費のコストダウンの推進及び新たな検査
運用体制への見直し等を行い、期間をかけて受託件数・検査料の増加を図るものである。
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■ 鹿児島市医師会臨床検査センターのあゆみ

●　経営改善６年プランにおける増収対策の一環として微生物・病理・細胞診等の検査
料改定を実施するとともに、事業推進の専従として山口副技師長が発令され検査セ
ンターの再建プランが始動した。

2010年
（平成22年）

 ●　２月に日本医師会から平成21年度の第43回臨床検査精度管理調査における評価評点
が満点（参加項目595点）であったとの通知があった。

●　診療報酬改定では、生化学における包括項目が引き下げとなったが、微生物・病理・
細胞診検査部門では若干の引き上げが行われ、検査センターとしては微増となった。

●　５月末には「経営改善６年プラン」に基づき検査料の一部還元が行われた。
●　８月６日の第13回理事会において、検査センターあり方小委員会及び検査センター

あり方委員会の設置が承認された。小委員会は５回開催され、あり方委員会では経
営改善６年プランに基づく事業運営でも検体数の増加が見られないことから、経営
の安定化を図るための新たな方策について議論が進められ、新公益法人制度改革の
方向性とともに代議員会に上程することとなった。

2011年
（平成23年）

 ●　２月に開催された第201回臨時代議員会において、経営改善６年プランに代わり、検
査・集配体制の抜本的な見直しによる新体制を確立し、経営改善を図っていくこと
が承認決定された。

●　４月より新たな検査室となる別館１階（旧夜間急病センター跡）の検査機器設置改
修工事が行われ、７月12日に完了した。

●　４月には病理・細胞診部門が医師会病院へ移行され、セット検査料金の15％割引が
実施された。

●　新検査システムに関しては、システムメーカーが A&T に受注決定され、５月より
本格的な構築作業がスタートし、６月に要件定義と基本設計、７月にソフトウェア
カスタマイズ作業が実施された。

●　８月から９月にかけてのシステム関連作業としては、データベース設計、総合テス
ト作業が進捗し、10月には新しい検査サーバーが導入され、検査システムとの接続
テストが開始された。11月からは来年１月スタートを目標にマスタ抽出やデータ
ファイルの移行作業およびシステムと分析機を接続した本格的なテストを実施。

●　９月28日と10月３日に、効率化に伴う職員の退職勧奨面接が行われた。

2012年
（平成24年）

 ●　現状の集配・検査サービス体制を維持したうえで、新体制の構築に伴う人件費を中
心とした経費の大幅削減と、不採算項目の外注化により効率的で健全な運営を目指
すこととして、新臨床検査システムが１月30日に本稼働した。

●　３月に新検査システム稼働に伴う「検査・サービス等に関するアンケート」を実施
し、FAX 報告の中間・最終の仕様変更（４月）や B ５サイズでの送信（５月）を
施設ごとに対応し、複数の基準値を持つ項目について報告書面への印刷（10月）を
行う等、新臨床検査システムの改善に努めた。

●　新臨床検査センターは、正職員９人、嘱託５人、臨時職員５人の計19人、集配業務
はすべて委託職員でスタートした。

●　経営面では、昨年12月は人件費率が57.7％であったが、本年４月には29.5％となった。
人件費の削減と会員の先生方からのご利用を継続いただき、５月以降はキャッシュ
フロー上において黒字となった。

●　７月には新会員健診セットとして腫瘍マーカーを追加し、会員と会員夫人について
年４回まで無料検査を実施することとした。
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●　６月29日に昭和62年から25年の永きにわたり検査センターの指導監督医として、検
査の精度向上にご指導・ご助言をいただいていた瀬戸山史郎先生がご逝去され、後
任に丸山征郎先生が就任。

2013年
（平成25年）

 ●　経営を安定化させるためにさらなる経費削減を図るべく、２月に外注先への継続的な
値引きの交渉、４月に搬送員の安全面や車両の修繕費、燃料費、諸経費の節約を目的
として業務用全車両のリース化、５月には試薬購入の安定化に向け SPD システムを導
入した。

●　上記複数の対策の結果、前年度より月額約250万円の支出削減が図られ、平成25年１
月から８月までのキャッシュフローで総額約2,600万円の黒字を計上できた。

●　新体制での成果について、８月31日～９月１日に横浜で開催された第25回全国医師
会共同利用施設総会において臨床検査センター顧問の今村厚志先生が報告され、経
営等に苦慮されている他の医師会立検査センターから多くの反響があった。

第25回全国医師会共同利用施設総会
メインテーマ：「地域包括ケアシステムと医師会共同利用施設のあり方

−切れ目のない医療・介護の地域完結を目指して−」
日　程：平成25年８月31日・９月１日
場　所：パシフィコ横浜会議センター
主　催：日本医師会
担　当：神奈川県医師会

鹿児島市医師会臨床検査センターの新体制
（経営の適正化をめざして）
−赤字体質改善のために−

鹿児島市医師会臨床検査センター顧問
今村　厚志

●　検査利用率向上に向けたサービス面においては、外注検査項目の検査センター内実
施、緊急検査項目の追加、免疫抑制療法、化学療法により発症する B 型肝炎対策ガ
イドラインに沿った HBs 抗原（再活性化）、及び慢性腎臓病（CKD）予防対策の病
診連携セットを開始。

●　７月に検体及び検査依頼書の紛失という重大事故が発生。再発防止策を講じる。
●　10月には新会館建設による本会館の取り壊しに伴い、別館３階フロア及び４階の改

装工事が行われ、３階を搬送事務室及び学校検尿検査室に、４階を職員更衣室、休
憩室、倉庫、会議室に部署移動し、内部環境の整備を図った。

2014年
（平成26年）

 ●　２月から３月までは、４月から実施される診療報酬改定並びに消費税８％への対応
に伴い、検査内部のシステム対応と医療施設への診療報酬改定案内資料作成など部
署担当職員がそれぞれ作業を行い、４月には滞りなく運用を開始した。

●　消費増税に伴う減税目的で３月末に試薬・機材等を購入実績の多い品目に限定のう
え大量購入し経費削減を図った。

●　サービス面の強化として、４月には臨時事務職員を１人増員し、７月からは営業専
任として医療施設の訪問を開始。
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■ 鹿児島市医師会臨床検査センターのあゆみ

●　検査運用面では、ホルター心電図解析の医師会病院への委託変更（２月）、MRSA
スクリーニング検査の新規実施（４月）、尿中レジオネラ抗原検査の実施（５月）な
ど、迅速な結果報告に努めた。

●　検査センター協力委員のご助言により、９月から休日在宅医の来院患者報告に検査
センター集荷体制案内を同封した。

●　経営面では、月平均事業活動収入が前年度より約300万円増収となり、減価償却費を
除く収支状況において総額1,660万円の黒字を計上。

2015年
（平成27年）

 ●　平成26年11月から事務及び検査の責任者を交え毎月２回の営業会議を開催、具体的
な営業策について協議し、平成27年からはこれらの営業策を実行に移すことで運用
面において実績を積み重ねている。

●　現在運用している検査結果参照システム（ドクター支援システム）の更新にも着手
し、新臨床検査情報システムとして来年度稼働を目標に内部検討を進めた。

●　検査体制面においては、４月に検査人員の将来構想を踏まえ、新卒の臨床検査技師２
人を採用、５月からは搬送係の責任者を終日常駐とし、業務管理体制の強化を図った。

●　昨年から事務に営業専任１人を配置し、平成26年度１年間に延べ531医療施設、平成
27年度４月～10月までに延べ125医療施設へ営業訪問を行い、利用促進のお願いや検
査センターへのご意見等をお伺いして、営業やサービス面の強化を図っている。

●　検査運用面では、医療施設の職員健診に感染症・各種がんリスク検診・腫瘍マーカー・
甲状腺セットなど18項目を追加（５月）、会員健診セット検査以外の希望項目も全て
無料及び検査依頼回数の制限も撤廃（６月）する等、会員サービスの向上に努めた。

●　経営面では、減価償却費を除く収支状況において、平成27年度（４月～８月）は総
額1,280万円の黒字を計上。

2016年
（平成28年）

 ●　２月から３月までは検査内部のシステム対応や医療施設への診療報酬改定案内資料
の作成、検査案内の校正などの作業を行い、滞りなく運用を開始した。

●　３月には検査センターのホームページをリニューアルし、検査センター紹介や最新
の学術資料検索など機能を充実させ、４月には医師会病院から検査技師を１人異動、
検査体制の充実を図った。

●　検査運用面では平成26年11月から実施しているエスアールエル鹿児島営業所との合
同営業会議で学術講演会や AICS（アミノインデックスがんスクリーニング）を主
とした営業活動の強化や会員サービス、さらに職員のスキルアップ強化策など、提
案・検討・協議を重ねた。

●　会員への学術サービスとして、５月にアミノインデックスがんリスクスクリーニング
（AICS）検査説明会（出席者123人）、７月に感染症に関する講演会（出席者162人）を開催。

アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）検査説明会
検査説明：味の素株式会社 アミノサイエンス事業部 

アミノサイエンス統括部
　　　　アミノインデックスマネージャー    
　　　　　　　今田　智之 先生
日　時：平成28年５月13日（金）　午後７時
場　所：市医師会館
出席施設：91施設 検査説明会の様子

出席者：123人（会員80人、コメディカル43人）
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感染症に関する講演会
講　話：「LANP 法を用いた呼吸器感染症検査について」
講　師：栄研化学株式会社 マーケティング推進室
　　　　　　　副島　隆浩 先生
特別講演
＜日本医師会 ･ 鹿児島県医師会生涯教育認定講座＞
演　題：『デング熱 / ジカ熱とその対応』 
講　師：長崎大学熱帯医学研究所所長 /
　　　　病原体解析部門 ･ ウイルス学分野教授
　　　　　　　森田　公一 先生 
座　長：医療法人厚貴会 理事長 / 鹿児島市
　　　　医師会臨床検査センター担当理事
　　　　　　　今村　厚志　先生 
日　時：平成28年７月14日（木）　午後7時
場　所：市医師会館　３階大会議室
出席者：162人

講師　森田　公一 先生

●　検査サービス面では、推算糸球体濾過量（eGFR）の自動結果報告（６月）、心筋ト
ロポニン T を外部委託から検査センター内実施へ変更（７月）、時系列検査結果報
告書の出力サービス開始（10月）。

●　会員への最新医療情報発信として、検査センターへの問い合わせとその対応一覧を
９月より適宜、ホームページにアップしている。

●　職員のスキルアップ強化策として、ビジネスマナー講習会（３月）、交通安全講習会
（８月）を開催。

●　経営面において、減価償却費を除く収支状況で平成28年度（４月～８月）は総額約
851万円の黒字を計上。

2017年
（平成29年）

 ●　何も変わらない、何も変えないを大前提に４月からエスアールエルとの間で臨床検
査センターの業務委託契約を締結し、新体制のもと従来以上に３S（精度、スピード、
サービス）の向上に取り組んだ。

●　検査の精度・品質面については、エスアールエル本社により定期的に ISO15189に準
拠した検査室運営がなされているかどうかの監査を実施し、従来以上に品質を向上
させるための継続的な指導を受けている。

●　搬送業務を従来の派遣会社の人材による業務運営から、エスアールエルスタッフと
して再出発すると同時に、搬送精度の向上を目的に、ビジネスマナーや安全運転、
搬送過誤防止について教育を実施。あわせてフリーの搬送要員１人を増員し、緊急
検査をはじめとする回収要請への対応を強化。

●　サービス面では、４月から６月までの３か月間、請求金額の３％値引きを実施。学
術講演会は、１月に「脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査 LOX-index 検査説明会」、
２月に「感染症診断に役立つ検査の知識」、５月に「今日からできる感染管理」、９
月には「わが国の歩むべき胃がん対策 胃がんリスク層別化検査（ABC 分類）の有
効活用」を開催。
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■ 鹿児島市医師会臨床検査センターのあゆみ

脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査 「LOX-index」（ロックス・インデックス）検査説明会
検査説明：NK メディコ株式会社
　　　　予防医療事業部
　　　　　　　中本　清 先生    
日　時：平成29年１月18日（水）　午後７時
場　所：市医師会館 ３階大会議室
出席施設：48施設
出席者：95人（会員31人、コメディカル64人） 検査説明会の様子

講　演「感染症診断に役立つ検査の知識」−ウイルス検査選択のポイントと結果解釈の注意点−
講　師：株式会社エスアールエル
　　　　特殊検査部 ･ 臨床検査情報アドバイザー
　　　　　　　飯田　慶治 先生    
日　時：平成29年２月14日（火）　午後７時
場　所：市医師会館 ３階大会議室
出席施設：80施設
出席者：136人（会員72人、コメディカル64人） 会場風景

講　演『今日からできる感染管理～主役はあなた～』 
〈日本医師会・鹿児島県医師会生涯教育認定講座〉
講　師：株式会社エスアールエル
　　　　　　　学術顧問　山中喜代治 先生
司会・進行：
　医療法人上ノ町 ･ 加治屋クリニック理事長 /
　鹿児島市医師会臨床検査センター担当理事 講師　山中喜代治　先生

　　　　上ノ町　仁 先生

日　時：平成29年５月18日（木）　午後７時
場　所：市医師会館 ３階大会議室
出席施設：89施設
出席者：203人（会員62人、コメディカル他141人） 講演会の風景

講　演『わが国の歩むべき胃がん対策 胃がんリスク層別化検査（ABC 分類）の有効活用』 
講　師：一般財団法人淳風会
　　　　健康管理センター
　　　　副センター長　井上　和彦 先生
座　長：鹿児島市医師会臨床検査センター
　　　　担当理事　上ノ町　仁 先生

日　時：平成29年９月14日（木）
　　　　午後７時
場　所：市医師会館 ３階大会議室
出席施設：40施設
出席者：108人（ 会 員40人、 コ メ

ディカル他68人） 
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●　８月には満足度アンケートを実施し、営業面強化のために11月から営業課長を配置。

2018年
（平成30年）

 ●　精度・スピード面において、１月に多項目血球分析装置、塗抹標本作成装置、血液
凝固測定装置の機種変更、７月に蛋白分画測定装置の更新を行い精度・スピード面
の大幅な改善と４月に甲状腺機能検査 TRAb をセンター導入し即日報告対応を実
施。11月には DATA 参照システム（ドクター支援システム）の安定稼働を目的と
したハード更新を実施。

●　サービス面において、学術講演会として３月「診療報酬改定について」、６月「甲状
腺疾患の診療の実際」、11月「わが国の肺炎球菌感染症とインフルエンザの疫学動向
とワクチン予防」を開催。

説　明『平成30年度診療報酬改定における臨床検査改定の概要』 
講　師：株式会社エスアールエル
　　　　　　　営業統括部　金村　　茂 氏  
座　長：鹿児島市医師会臨床検査センター
　　　　　　　担当理事　上ノ町　仁 先生  

日　時：平成30年３月８日（木）　午後７時
場　所：市医師会館 ３階大会議室
出席施設：84施設
出席者：109人（会員39人、コメディカル他70人）

講　演『甲状腺疾患の診療の実際』 
講　師：医療法人野口病院
　　　　　　　院長　村上　　司 先生   
座　長：鹿児島市医師会臨床検査センター
　　　　　　　担当理事　上ノ町　仁 先生  

日　時：平成30年６月19日（火）　午後７時 講師　村上　司 先生

場　所：市医師会館 ３階大会議室
出席施設：76施設
出席者：131人（会員：77人　メディカルスタッフ：

54人）

活発な意見交換がなされる会場風景

講　演『わが国の肺炎球菌感染症とインフルエンザの疫学動向とワクチン予防』 
講　師：国立感染症研究所 感染症疫学センター
　　　　　　　センター長　大石　和徳 先生  
座　長：鹿児島市医師会臨床検査センター
　　　　　　　担当理事　今村　厚志 先生  

日　時：平成30年11月２日（金）　午後７時 講師　大石　和徳 先生

− 20 −



■ 鹿児島市医師会臨床検査センターのあゆみ

場　所：市医師会館 3階大会議室
出席施設：96施設
出席者：158人（医師：69人、コメディカル：89人）

活発な意見交換がなされる会場風景

●　８月には複数の医師会が検査センター視察。
●　集配スタッフの接遇研修を10月に実施、営業体制についても昨年末より営業課２人

体制としタイムリーな情報提供、定期訪問による多種多様な要望に応えられるサー
ビスを継続中。

●　数字面において平成30年度（４月～９月）は、検体数前年比4.5％増、売上高前年比
3.9％増。

2019年  ●　精度・スピード面において、２月に検査結果参照システム（ドクター支援システム）
の安定稼働を目的としたハード更新を実施。９月には全自動化学発光酵素免疫測定
システム「ルミパルス L2400×２台」導入によるバックアップ体制にて安定的な精
度とスピードを図る。

●　サービス面において、昨年12月１日から臨床検査に関して「医療法施行規則」と「臨
床検査技師等に関する法律施行規則」が改正されたことによる資料作成サポート支
援、学術講演会として３月「全員で取り組もう院内感染対策」、10月「感染症診療の
ロジック～コモンな感染症から国際感染症まで～」を開催。

講　演『全員で取り組もう院内感染対策』 
講　師：株式会社エスアールエル
　　　　　　　学術顧問　山中喜代治 先生 
座　長：鹿児島市医師会臨床検査センター
　　　　　　　担当理事　今村　厚志 先生 

日　時：平成31年３月８日（金）　午後７時 講師　山中喜代治 先生

場　所：市医師会館　３階大会議室
出席施設：80施設
出席者：191人（会員：38人、コメディカルスタッ

フ：153人）

会場風景

講　演『感染症診療のロジック～コモンな感染症から国際感染症まで～』 
講　師：国立国際医療研究センター
　　　　国際感染症センター
　　　　　　　センター長　大曲　貴夫 先生  
座　長：鹿児島市医師会臨床検査センター
　　　　　　　担当理事　今村　厚志 先生 

講師　大曲　貴夫 先生

（平成31年）
（令和元年）
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日　時：令和元年10月8日（火）　午後7時
場　所：市医師会館 3階大会議室
出席施設：111施設
参加者：176人（医師：94人、コメディカルスタッ

フ：82人）
当日の会場風景

●　11月には当臨床検査センター担当で第27回四医師会検査センター運営協議会を開催
し、各医師会との情報交換と共有化を図った。

第27回四医師会検査センター運営協議会 
日　程：令和元年11月30日（土）
場　所：鹿児島東急 REI ホテル
担　当：鹿児島市医師会

検査センター運営協議会 全体懇親会

●　数字面において令和元年度（４月～９月）は、検体数前年比4.0% 増、売上高前年比
4.9% 増を推移。

2020年
（令和２年）

 ●　精度・スピード面において、検査結果照会システム（ドクター支援システム）の安
定稼働を目的としたソフト面での改善措置、４月には全自動尿分析装置 US-3100R
更新に伴い安定的な精度とスピード化を図る。

●　サービス面において、２月に「アトピー性皮膚炎　アレルギー科？皮膚科？治療ガ
イドライン2018に準拠したお話」と題して学術講演会を開催。

講　演『アトピー性皮膚炎 アレルギー科？皮膚科？～治療ガイドライン2018に準拠したお話～』 
講　師：島田ひふ科
　　　　　　　院長　島田　辰彦 先生  
座　長：鹿児島市医師会臨床検査センター
　　　　　　　担当理事　古謝将一郎 先生  

日　時：令和２年２月13日（木）　午後７時 講師　島田　辰彦 先生

場　所：市医師会館　３階大会議室
出席者：76人（医師：32人，コメディカルスタッ

フ：44人）

当日の会場風景

●　集配スタッフにおいてe-Learning教育を導入しビジネスマナー、安全運転、集荷精度向上
を目指した指導を継続的に行い、センター営業体制においては、営業課員によるタイム
リーな情報提供と定期訪問による多種多様なご要望に柔軟に応えられる活動を継続中。

●　数字面において令和２年度（４月～９月）は、検体数前年比6.8％減、売上高前年比
6.2％減で推移しており、コロナ禍の影響によるものと考えられる。
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平成13年
１月17日 　 「検査センター集配等に関するアンケート調査について（依頼）」 発送

25日 　平成12年度第10回検査センター担当理事会
26日 　平成12年度衛生検査精度管理立入検査（鹿児島市保健所生活衛生課医務薬務係実施）
30日 　全自動血液・凝固測定装置 CA–1500稼働 ［センター緊急検査室］

　生化学自動分析装置7170S ２台稼働 ［センター緊急検査室］
　第５回検査センター30周年誌編集委員会

31日 　自動電解質測定装置 EA06R 稼働 ［センター緊急検査室］
２月１日 　全自動血液凝固測定装置 CA–1500稼働 ［医師会病院緊急検査室］

８日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
９日

～10日 　屋久島の診療所（４施設）訪問

14日 　学校検診委員会
26日 　全自動血液検査・搬送システム（SIS システム）稼働 ［血液検査室］
28日 　職員（検査助手）採用試験・面接（受験者：５人，採用：正職員１人 ･ 臨時職員１人）

　平成12年度第11回検査センター担当理事会
３月５日 　全自動血液凝固測定装置 CA–7000稼働 ［血液検査室］

６日 　「臨床検査システム検討小委員会」発足
８日 　職員（臨床検査技師）採用試験・面接（受験者：10人，採用：２人）
19日 　第６回検査センター30周年誌編集委員会
22日  　『センターだより』 ：会員・会員夫人・医療施設職員の検査料金について（ご案内）

　第178回定時代議員会において 「臨床検査センター運営規程」 の一部改正を承認（４月１日施行）
23日 　県立北薩病院入札参加
29日 　血液ガス分析装置 OPTI CCA 稼働 ［センター緊急検査室］

　鹿児島大学平成13年度臨床検査請負入札
　平成12年度第12回検査センター担当理事会

４月５日 　 『センターだより』：AZM（アジスロマイシン）による薬剤感受性検査の実施について（お知らせ）
　 『センターだより』：検査試薬変更に伴う基準範囲の一部変更について（お知らせ）

９日 　学校検尿一次検尿開始
　第１回臨床検査システム検討小委員会

15日 　第33回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡市）
20日 　第７回検査センター30周年誌編集委員会
23日 　学校検尿二次検尿開始

　平成13年度第１回検査センター担当理事会
25日 　 『センターだより』：ゴールデンウィークの業務案内について（お知らせ）

５月１日 　臨時職員（報告書処理業務）採用面接
10日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題 『最近の結核症・非定型抗酸菌症の臨床について』 
　　講師　国立療養所大牟田病院
　　　　　名誉院長　石橋　凡雄 先生

17日 　第２回臨床検査システム検討小委員会
23日 　平成13年度第１回検査センター協力委員会

　平成13年度第２回検査センター担当理事会
24日 　検体搬送システム導入施設の施設見学（横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター）
28日 　 『センターだより』：結核菌核酸同定検査法の変更 ［MTD 法→ PCR 法］ について（お知らせ）

平成13年から令和２年度までの動き
発足（昭和45年４月１日）～平成12年までの年表は「30周年誌」をご覧ください。
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31日 　株式会社エスアールエル近藤社長との面談
　「鹿児島市医師会臨床検査センター30周年誌」 発行

６月１日 　「セット検査に関する意見・要望についてアンケート（依頼）」 発送
　検体搬送システム導入施設の施設見学（於東京大学医学部附属病院）

８日 　検体搬送システム導入施設の施設見学（於大阪市立大学医学部附属病院）
21日 　平成13年度第３回検査センター担当理事会
28日 　『センターだより』：検査項目の内容変更について（お知らせ）

　『センターだより』 ：PT 測定における INR（国際標準比）報告について（お知らせ）
７月６日 　『センターだより』：INR を用いた経口抗凝固療法の治療域に関する参考文献について

　「セット検査検討小委員会」 発足
７日

～８日
　第33回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於北九州市小倉）

12日 　鹿児島市医師会看護専門学校高等課程第49期生の検査センター施設見学
13日

～14日
　平成13年度全国医師会共同利用施設 施設長・検査技師長連絡協議会（於東京）

25日 　平成13年度第４回検査センター担当理事会
31日 　第１回セット検査検討小委員会

８月２日 　第３回臨床検査システム検討小委員会
17日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
22日 　平成13年度第５回検査センター担当理事会
24日 　臨床検査センター職員研修会

　　演題 『診断群別包括支払方式（DRG ／ PPS）導入と血漿蛋白検査について
　　　　　−高感度 CRP, RTP（Rapid Turn Over Protein）を中心に−』 
　　講師　デイドベーリング株式会社 マーケティング部
　　　　　弁谷　知道 氏

９月10日 　第２回セット検査検討小委員会
18日 　検査情報処理システム導入施設の施設見学（於和歌山県立医科大学附属病院）
19日 　検査情報処理システム導入施設の施設見学（於大阪市立大学医学部附属病院）
27日 　平成13年度第６回検査センター担当理事会
27日

～28日
　業務課研修会（講師：株式会社エスアールエル鹿児島営業所　金井所長）

10月９日 　鹿児島大学医学部病理学第二講座　米澤教授との面談
10日 　鹿児島中央高等学校からの施設見学（引率教諭１人，生徒５人）
15日 　第４回臨床検査システム検討小委員会
17日 　 『センターだより』：妊婦健診セットの料金改定について（お知らせ）
19日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第１回準備委員会
23日 　学校検診委員会
24日 　平成13年度第７回検査センター担当理事会
29日 　生化学自動分析装置日立7600−210（１台）稼働 ［生化学検査室］

11月５日 　第３回セット検査検討小委員会
13日 　平成13年度第２回検査センター協力委員会
14日 　出水郡医師会との懇談会（於料亭 「愛」）
24日

～25日
第15回四医師会検査センター運営協議会（於鹿児島サンロイヤルホテル）

28日 　平成13年度第８回検査センター担当理事会
12月７日 　 『センターだより』：インフルエンザ（Ａ・Ｂ）抗原迅速法検査の実施について（お知らせ）

14日 　 『センターだより』：年末年始の業務案内
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■ 平成13年から令和２年度までの動き

20日 　県民総合保健センター瀬戸山所長への年末挨拶
21日 　鹿児島大学医学部への年末挨拶
25日 　平成13年度第９回検査センター担当理事会
27日 　検査センター親睦会忘年会（於チサンホテル鹿児島）
29日 　検査センター仕事納め式

平成14年
１月29日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第２回準備委員会
２月８日 　ホストコンピュータＭ640からＭＰ5400への更新に伴うＬＡＮ工事

　学校腎臓・糖尿検診委員会
10日 　新ホストコンピュータ“ＭＰ5400”搬入
28日 　検査センター担当役員・職員懇談会（於鹿児島東急イン）

３月12日 　平成13年度第３回検査センター協力委員会（於チサンホテル鹿児島）
20日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第３回準備委員会
25日 　新ホストコンピュータ“ＭＰ5400”稼働
26日 　旧ホストコンピュータ“Ｍ640”撤去
27日 　平成14年度鹿児島市基本健康診査（所内健診）血液検査業務指名競争入札

　田中貞夫病理部長送別会（於ステーションホテルニューカゴシマ）
28日 　鹿児島大学平成14年度臨床検査請負入札
31日 　全自動化学発光免疫測定装置“ケンタウルス”搬入（１台目）

　田中貞夫病理部長定年退職
４月１日 　清水健病理部長就任

８日 　免疫凝集測定装置“ＰＡＭＩＡ−50”搬入（１台目）
９日 　学校検尿一次検尿開始
10日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第４回準備委員会
14日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
23日 　学校検尿二次検尿開始
26日 　『センターだより』 ：ゴールデンウィークの業務案内について（お知らせ）

５月１日 　平成14年度鹿児島市基本健康診査（個別健診）開始
９日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第１回実行委員会
23日 　生化学自動分析装置“日立7250”２台撤去
24日 　『センターだより』：検査項目の内容変更について（お知らせ）

『センターだより』：セット検査変更並びに保険点数改正に伴う臨床検査依頼書及びセット検査一覧
表の配布について

30日 　平成14年度第１回検査センター協力委員会
31日 　『センターだより』：ＥＢウイルスセットの新設について（お知らせ）

６月１日 　新セット検査・新臨床検査依頼書運用開始
３日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第２回実行委員会
12日  　『センターだより』：検査点数・料金一覧表および特殊検査点数・料金一覧表の送付について
16日 　自動分析装置“ＪＣＡ−ＢＭ9030”２台搬入

　全自動化学発光免疫測定装置“ケンタウルス”搬入（２台目）
20日 　全自動電気化学発光免疫測定装置“エクルーシス2010”撤去
24日 　 『センターだより』：小児肥満セット内容変更について（お知らせ）

７月１日 　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会現場打合せ（於城山観光ホテル）
６日

～７日
　第34回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於城山観光ホテル）

10日 　 『センターだより』：ヘリコバクター・ピロリ除菌関連について（お知らせ）
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12日
～13日

　平成14年度全国医師会共同利用施設 施設長・検査技師長連絡協議会（於東京）

18日 　鹿児島市医師会看護専門学校高等課程第50期生の検査センター施設見学
22日 　学校検診委員会
29日 　 『センターだより』：会員・会員夫人・医療施設職員の検査料金について（ご案内）
30日 　 『センターだより』：「検査案内」 の送付について

８月23日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
27日 　 『センターだより』：薬剤感受性センターセットの変更および新規薬剤について（お知らせ）
28日 　薬物測定用自動分析装置“ディメンションＸｐａｎｄ”搬入

９月７日
～８日

　第20回全国医師会共同利用施設総会（於埼玉）

17日 　免疫凝集測定装置“ＰＡＭＩＡ−100”２台撤去
21日 　全自動化学発光免疫測定装置“ＡＣＳ−180”２台撤去

　新無停電電源装置（ＵＰＳ）20ＫＶＡ　４台搬入
22日 　新検体振分装置３台搬入

無停電電源装置（ＵＰＳ）更新・増設のための分電盤新設および高圧受変電設備（キュービクル）
からの配線工事

26日 　免疫凝集測定装置“ＰＡＭＩＡ−50”搬入（２台目）
28日 　旧無停電電源装置（ＵＰＳ）50ＫＶＡ撤去

　新無停電電源装置（ＵＰＳ）100ＫＶＡ搬入
29日 　新無停電電源装置（ＵＰＳ）100ＫＶＡと検査機器との接続作業

　検体搬送システム・各分析装置制御用コンピュータ“ＨＩＬＡＳ−1000”搬入
10月15日 　新検体振分装置３台稼働

17日 　旧検体振分装置２台解体・撤去
19日

～20日
　旧検体搬送システム１号ライン解体・撤去および新搬送ライン搬入・セットアップ

27日 　新検体搬送システム１号ライン・各分析装置・ＨＩＬＡＳの接続テスト
29日 　平成14年度第２回検査センター協力委員会

11月３日
～４日

　新検体搬送システム１号ラインの仮ルーチンによるシステム稼働テスト

５日 　新検体搬送システム１号ライン稼働
９日

～10日
　旧検体搬送システム２号ライン解体・撤去および新搬送ライン搬入・セットアップ

18日
～19日

　新検体搬送システム２号ライン・各分析装置・ＨＩＬＡＳの接続テスト

23日
～24日

　新検体搬送システム２号ラインの仮ルーチンによるシステム稼働テスト

25日 　新検体搬送システム２号ライン稼働
30日

～12月１日
　第16回四医師会検査センター運営協議会（於宮崎）

13日 　 『センターだより』：年末年始の業務案内
27日 　検査センター親睦会忘年会（於鹿児島東急イン）
30日 　検査センター仕事納め式

平成15年
１月15日

～16日
　平成14年度衛生検査精度管理立入検査
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■ 平成13年から令和２年度までの動き

19日 　検査センター改修工事（１期工事）開始
２月２日 　検査センター改修工事（１期工事）終了

５日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
13日 　学校検診委員会
27日 　全自動血液培養・抗酸菌培養装置バクテアラート３Ｄ搬入

３月12日 　平成14年度第３回検査センター協力委員会
13日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題 『日常診療における栄養アセスメント蛋白測定の有用性について』 
　　講師　デイドベーリング株式会社 マーケティング部
　　　　　松尾　久昭 先生

28日 　新検査情報システム（CNA システム）各種サーバ搬入
31日 　平成15年度鹿児島大学臨床検査請負入札

　平成15年度鹿児島市基本健康診査（所内健診）血液検査業務指名競争入札
４月１日 　平成15年度鹿児島市基本健康診査（個別健診）開始

９日 　学校検尿一次検尿開始
13日 　第35回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
21日 　学校検尿二次検尿開始

　センターだより第１号：検査内容の変更について（お知らせ）
　センターだより第２号：抗酸菌薬剤感受性検査の内容変更について（お知らせ）
　センターだより第３号：５月連休の業務案内について

22日 センターだより第４号：新病理・細胞診検査システムの運用開始に伴う検査依頼書の様式変更につ
いて（お知らせ）

28日 　新病理・細胞診検査システム運用開始
５月１日 　CNA 検査情報システム クライアント PC ほか関連機器搬入

８日 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻循環器・呼吸器病学講座血管代謝病態解析学
教授との懇談会

21日 　新微生物検査システム（長瀬産業）クライアント PC ほか関連機器搬入
28日 　平成15年度第１回検査センター協力委員会

６月17日 　学校腎臓・糖尿検診報告書判定会
20日 　センターだより第５号：小児肥満セット内容変更について（お知らせ）
24日 　平成15年度第１回検査センター運営委員会

７月10日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　演題 『心不全の臨床診断について−主として BNP 検査の有用性について−』 
　　講師　滋賀医科大学
　　　　　名誉教授　木之下正彦 先生

12～13日 　第35回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於佐賀）
15日 　蛋白分画測定装置 CTE-8000用分注機 スタンドアローン自動分注システム（２式）搬入
22日 　医師会病院緊急検査室改修工事完了
24日 　学校検診委員会
25日 　鹿児島市医師会看護専門学校高等課程第51期生の検査センター施設見学
25日

～26日
　平成15年度全国医師会共同利用施設 施設長・検査技師長連絡協議会（於東京）

８月１日 　センターだより第６号：新臨床検査システム（第１期）の稼働について（ご案内）
４日 　新臨床検査システム（第１期）運用開始

　センターだより第７号：血小板凝集能検査受託継続のご案内
19日 　学校腎臓 ･ 糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
22日 　センターだより第８号：新微生物検査システム稼働について（お知らせ）
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26日 　生化学自動分析装置日立7180（１号機）搬入 ［医師会病院緊急検査室］
29日 　センターだより第９号：新微生物検査システム稼働について（ご案内）

９月１日 　新微生物検査システム運用開始
18日 　生化学自動分析装置日立7180（２号機）搬入 ［医師会病院緊急検査室］

　多項目自動血球分析装置 XT-2000i 搬入 ［医師会病院緊急検査室］
24日 　免疫凝集測定装置 PAMIA-50搬入 ［医師会病院緊急検査室］
25日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題 『性感染症／ HIV 感染流行の現状をめぐって　−症状がなくて感染が広がっている−』 
　　講師　札幌医科大学
　　　　　名誉教授　熊本　悦明 先生

10月１日 　新臨床検査システム火入れ式・共同記者会見
５日 鹿児島市医師会病院増改築工事竣工及び開設20年並びに臨床検査センター新検査システム稼働記念

祝賀会，各施設見学
10日 　センターだより第10号：感染症統計報告書の送付について（お知らせ）
20日 　情報システムコンサルタント契約に関する小委員会
24日 　センターだより第11号：報告書及び検査内容の変更について（お知らせ）

　センターだより第12号：新緊急検査システムの稼働について（お知らせ）
27日 　新臨床検査報告書・緊急検査報告書運用開始
28日 　学校検診委員会
30日 　平成15年度第２回検査センター運営委員会
31日 　センターだより第13号：真空採血管の汚染報道に関する業者の見解について（お知らせ）

　病理部臨時職員採用面接
11月１日 　都城健康サービスセンターからの視察研修６人来訪

４日 　緊急検査室が医師会病院に移転，新緊急検査システム運用開始
９日 　検査センター改修工事（２期工事）開始
17日 　センターだより第14号：Web 情報閲覧サービスの運用開始について（ご案内）
27日 　センターだより第15号：検査結果報告書のサイズについて（お知らせ）

　センターだより第16号：緊急検査室移転に伴う電話・FAX の変更事項について（お知らせ）
29日

～30日
　第17回四医師会検査センター運営協議会（於大分）

12月10日 　センターだより第17号：年末年始の業務案内
　検査センター親睦会忘年会（於ステーションホテルニューカゴシマ）

21日 　検査センター改修工事（２期工事）完了
24日 　センターだより第18号：自院のパソコンで検査結果を見ることができます。
29日 　検査センター仕事納め式

平成16年
１月29日 　検査センター協力委員会

　医師会立臨床検査センター財務研修会（於日本医師会）
２月４日 　シスメックス株式会社から新検査システム見学来訪（４人）

５日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
７日 　株式会社エスアールエル近藤社長来訪
13日 　学校検診委員会

３月１日
～19日

　杏林大学保健学部から病理・細胞診検査の実習のため来訪（１人）

５日 　宮崎市郡医師会臨床検査センターからの見学（２人）
18日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
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18日 　　演題 『日常診療における骨代謝マーカー検査の有用性』 
　　講師　埼玉医科大学臨床検査医学
　　　　　教授　板橋　　明 先生

24日 　出水郡医師会との懇親会
26日 　山口大学医学部保健学科からの見学研修（２人）

　産業医科大学からの見学（１人）
　平成16年度鹿児島市基本健康診査（所内健診）血液検査業務指名競争入札

29日 　センターだより第19号：保険点数改正に伴う新検査点数一覧について
　平成16年度鹿児島大学臨床検査請負入札

４月１日 　平成16年度鹿児島市基本健康診査（個別健診）開始
７日 　学校検尿一次検尿開始
11日 　第36回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
12日 　センターだより第１号：音声応答システムの廃止及びＷｅｂ情報閲覧システムについて（お知らせ）
21日 　学校検尿二次検尿開始
27日 　センターだより第２号：ゴールデンウィークの業務案内について
28日 　センターだより第３号：セット検査一覧表について

５月25日 　接遇マナーに関する職員研修会　第１回
27日 　接遇マナーに関する職員研修会　第２回
31日 　平成16年度第１回検査センター運営委員会

６月18日 　センターだより第４号：真空採血管の滅菌化について（お知らせ）
28日 　センターだより第５号：検査内容の変更について（お知らせ）

７月１日 　接遇マナーに関する職員研修会　第３回
２日

～３日
　平成16年度全国医師会共同利用施設 施設長・検査技師長連絡協議会（於東京）

６日 　接遇マナーに関する職員研修会 第４回
10日

～11日
　第36回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於宮崎）

15日 　鹿児島市医師会看護専門学校高等課程第52回生の検査センター施設見学
22日 　シスメックス株式会社と株式会社シーエヌエーからの見学（４人）
29日 　センターだより第６号：「検査案内」 の送付について

８月18日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
19日 　九州各県医務主管課長等視察研修来訪（10人）
21日 　大分市医師会立アルメイダ病院からの見学（３人）
26日 　半田市医師会健康管理センターからの見学（３人）

９月３日 　弘前大学医学部保健学科からの見学研修（１人）
６日 　第１回検査体制検討委員会
15日 　鹿児島市立病院検査室からの見学（２人）
18日

～19日
　第21回全国医師会共同利用施設総会（於島根）

27日 　ＢＮＰ測定装置 「自動エンザイムイムノアッセイ装置　AIA −600Ⅱ」 搬入
10月７日 　第２回検査体制検討委員会

12日
～13日

　富山市医師会健康管理センターへ見学研修のため職員派遣（於富山，１人）

21日 　学校検診委員会
11月２日 　センターだより第７号：ＢＮＰ（ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド）の測定について（お知らせ）

５日 　学校尿検査新システム打合せ会
10日 　第３回検査体制検討委員会
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18日 　平成16年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
27日

～28日
　第18回四医師会検査センター運営協議会（於熊本）

29日 　センターだより第８号：検査内容の変更について（お知らせ）
12月７日 　第４回検査体制検討委員会

13日 　センターだより第９号：年末年始の業務案内
14日 　検査センター親睦会忘年会（於鹿児島東急イン）
29日 　検査センター仕事納め式

平成17年
１月13日 　第５回検査体制検討委員会

24日 　『センターだより』第10号：検査受託中止項目について（お知らせ）
28日 　平成16年度衛生検査精度管理立入検査

２月３日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
８日 　第６回検査体制検討委員会
15日 　学校検診委員会
17日 　平成16年度第２回検査センター運営委員会
25日 　山口大学医学部保健学科からの見学研修 （１人）

３月９日 　第７回検査体制検討委員会
30日 　平成17年度鹿児島大学臨床検査請負入札
31日 　平成17年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札

４月１日 　平成17年度鹿児島市基本健康診査（個別健診）開始
10日 　第37回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
11日 　学校検尿一次検尿開始
12日 　第１回検査センター新体制推進整備委員会

　平成17年度第１回検査センター運営委員会
22日 　第１回検査センター個人情報保護管理委員会
25日 　『センターだより』第１号：ゴールデンウィークの業務案内について
27日 　学校検尿二次検尿開始

５月11日 　第２回検査センター新体制推進整備委員会
　第１回検査センター特別委員会

25日 　『センターだより』第２号：学童腎臓検診セット内容変更について（お知らせ）
６月８日 　第２回検査センター特別委員会

９日 　第３回検査センター新体制推進整備委員会
18日 　第37回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於沖縄）
30日 　平成17年度第２回検査センター運営委員会

７月７日 　第４回検査センター新体制推進整備委員会
８日 　第２回検査センター個人情報保護管理委員会

　『センターだより』第３号：特異的 IgE 抗体検査の外注化について（お知らせ）
14日 　鹿児島市医師会看護専門学校高等課程第53回生の検査センター施設見学
15日

～16日
　平成17年度全国医師会共同利用施設 施設長・検査技師長連絡協議会（於東京）

８月10日 　第５回検査センター新体制推進整備委員会
17日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
24日

～25日
　山口大学医学部保健学科からの見学研修 （３人）

９月７日 　第６回検査センター新体制推進整備委員会
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12日 　『センターだより』第４号：検査内容の変更について（お知らせ）
14日 　第３回検査センター特別委員会

10月12日 　第７回検査センター新体制推進整備委員会
31日 　『センターだより』第５号：寒冷凝集反応およびマイコプラズマ検査の再実施について（お知らせ）

11月４日 　第４回検査センター特別委員会
　学校検診委員会

12日 　第19回四医師会検査センター運営協議会（於鹿児島サンロイヤルホテル）
　大分市医師会立アルメイダ病院からの見学 （３人）

18日 　第３回検査センター個人情報保護管理委員会
12月７日 　平成17年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

８日 　第５回検査センター特別委員会
13日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題 『最新 ･ 遺伝子検査の診療活用への提案
　　　　　−今日の遺伝子検査の紹介とその診療活用への提案−』 
　　講師　長崎大学医学部・歯学部附属病院 検査部 遺伝子検査室
　　　　　菅原　和行 先生
　『センターだより』第６号：年末年始の業務案内

29日 　検査センター仕事納め式

平成18年
１月16日 　検査センター特別委員会答申書の受け渡し式

　鹿児島厚生連病院から病理検査室への研修生受入れ【期間１月16日～３月31日，１人】
23日 　センターだより第８号：クラミジア・淋菌感染症の検査について（お知らせ）

２月２日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
13日 　平成17年度第３回検査センター運営委員会
14日 　学校検診委員会

３月17日 　株式会社エスアールエルからの施設見学 （３人）
23日 　センターだより第９号：診療報酬改定に伴う新検査点数一覧について
27日 　平成18年度鹿児島大学外注検査項目見積提出
28日 　平成18年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札

　平成18年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札
30日 　センターだより第10号：セット検査一覧表について
31日 　センターだより第11号：採血管ホルダーのディスポーザブル化について

４月１日 　自院検査体制に伴い緊急検査室を医師会病院へ所属変更
　平成18年度鹿児島市基本健康診査（個別健診）開始

９日 　第38回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
12日 　学校検尿一次検尿開始
26日 　学校検尿二次検尿開始

　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内について
６月１日 　センターだより第２号：「診療報酬点数改定一覧」 の送付について

27日 　センターだより第３号：微生物検体採取容器の新規採用について（お知らせ）
30日 　平成18年度第１回検査センター運営委員会

７月14日 　鹿児島市医師会看護専門学校高等課程第54回生の検査センター施設見学
16日

～17日
　第38回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於大分）

８月17日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
30日 　センターだより第４号：基本健康診査報告書の変更について（お知らせ）
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９月９日
～10日

　第22回全国医師会共同利用施設総会（於長崎）

27日 　平成18年度第２回検査センター運営委員会
10月２日 　センターだより第５号：「検査案内」 の送付について
11月２日 　センターだより第６号：緊急検査項目（HBs 抗原；イムノクロマト法）の追加について（お知らせ）

５日 　医師会病院検体検査システム稼働
11日 　第20回四医師会検査センター運営協議会（於宮崎）
22日 　センターだより第７号：新規保険適用のご案内について（お知らせ）

12月７日 　検査センター親睦会忘年会（於パレスイン鹿児島）
13日 　センターだより第８号：年末年始の業務案内
14日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題 『性感染症の最新の知見について』 
　　講師　財団法人 性の健康医学財団
　　　　　理事長　松田　静治　先生

20日 　平成18年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

平成19年
１月19日 　平成18年度衛生検査精度管理立入検査
２月８日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

13日 　学校検診委員会
３月５日 　平成18年度第３回検査センター運営委員会

19日 センターだより第10号：セット検査及び緊急検査の料金改定，夜間集配等に係るタクシー料金負担
の廃止について

19日
～20日

　熊本保健科学大学からの見学研修 （1人）

27日 　センターだより第11号：トランス及び RAPA 検査の再実施について
　センターだより第12号：基本健康診査報告書の変更について

28日 　平成19年度鹿児島市立学校検尿及び検便検査指名競争入札
４月１日 　セット検査及び緊急検査の料金改定の実施

　夜間集配等に係るタクシー料金負担の廃止
　平成19年度鹿児島市基本健康診査（個別健診）開始

10日 　学校検尿一次検尿開始
15日 　第39回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会施設長会（於福岡）
18日 　平成19年度第1回検査センター運営委員会
24日 　学校検尿二次検尿開始

　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内について
５月28日 　センターだより第２号：LDL コレステロールの測定について（お知らせ）
７月7日

～8日
　第39回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於長崎）

25日 　検査センター臨床検査技師採用試験
８月17日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
９月３日 　センターだより第３号：医療施設職員健診と政管健診（政府管掌保険健診）の検査料金について（ご案内）

19日 　平成19年度第２回検査センター運営委員会
11月10日 　第21回四医師会検査センター運営協議会（於大分）
12月10日 　平成19年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

12日 　平成19年度全国医師会共同利用施設（臨時）総会（於東京）
18日 　検査センター親睦会忘年会（於パレスイン鹿児島）
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平成20年
２月７日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

14日 　学校検診委員会
27日 　センターだより第５号：検査内容変更について（お知らせ）

３月５日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　演題：『膠原病の診断と検査の進め方』 
　　講師：株式会社エスアールエル 総合プロモーションチーム
　　　　　担当課長　黒須　隆二 先生

21日 センターだより第６号：HCVRNA 定性および HCVRNA 定量（ハイレンジ法）の受託中止に伴う採
取容器（肝炎ウィルス検診用を含む）について（お知らせ）
センターだより第７号：便中ヘモグロビン採便容器変更について（お知らせ）
センターだより第８号：ナイアシンテストの廃止に伴う結核菌群抗原精密測定の実施について（お知らせ）
センターだより第９号：特定健診の依頼方法と報告様式について（お知らせ）

24日 　平成19年度第３回検査センター運営委員会
27日 　センターだより第10号：診療報酬改定に伴う新検査点数一覧及びセット検査の内容変更について（お知らせ）

　平成18年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札
　平成18年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札

31日 　センターだより第11号：診療報酬改定に伴う UIBC（直接比色法）の算定内容の変更について（お知らせ）
４月１日 　平成20年度特定健診ならびに特定保健指導開始

２日 　センターだより第１号：臨床検査報告書の項目点数の誤印字について（訂正）
10日 　センターだより第２号：診療報酬点数改定表の項目点数の誤印刷について（訂正）

　学校検尿一次検尿開始
13日 　第40回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
23日 　学校検尿二次検尿開始
25日 　センターだより第３号：ゴールデンウィークの業務案内について

６月５日 　センターだより第４号：特定健診結果報告書の基準範囲の削除について（お知らせ）
24日 　平成20年度第１回検査センター運営委員会

７月４日 　センターだより第５号：「検査案内」 の送付について
12日

～13日
　第40回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於熊本）

８月19日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於鹿児島東急イン）
27日 　センターだより第６号：緊急検査項目（HCV 抗体，Fe，アルブミン）の追加について（お知らせ）

９月６日
～７日

　第23回全国医師会共同利用施設総会（於岐阜）

10月10日 　平成20年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
11月８日 　第22回四医師会検査センター運営協議会（於熊本）
12月８日 　検査センター親睦会忘年会（於鹿児島東急イン）

９日 　平成20年度第２回検査センター運営委員会

平成21年
１月27日 　平成20年度衛生検査精度管理立入検査
２月９日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

18日 　学校検診委員会
３月５日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題：『ウイルス抗原，抗体検査の特徴と適切な検査の選び方』 
　　講師：株式会社エスアールエル
　　　　　感染免疫部　感染症特殊検査課
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　　　　　感染症情報アドバイザー
　　　　　飯田　慶治 先生

12日 　平成20年度第２回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
25日 センターだより第10号：特定健康診査（市国保）へのクレアチニン追加と請求データの内容変更に

ついて（お知らせ）
　センターだより第11号：ヘモグロビンA1c の検査内容変更について（お知らせ）

26日 　平成21年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札
　平成21年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札

31日 　センターだより第12号：検査料率と料金の変更について（お知らせ）
４月１日 　平成21年度特定健診ならびに特定保健指導開始

10日 　学校検尿一次検尿開始
12日 　第41回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
22日 　学校検尿二次検尿開始
24日 　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内について

６月１日 　センターだより第２号：採血管ホルダーについて（お知らせ）
17日 　平成21年度第１回検査センター運営委員会

７月４日
～５日

　第41回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於福岡）

８月３日 　喜入地区集配開始
７日 　センターだより第３号：お盆休みの業務案内
20日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル・レクストン鹿児島）

９月14日 　センターだより第４号：９月連休の業務案内
17日 　平成21年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

10月23日 　第42回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第１回準備委員会

11月27日
センターだより第５号：MMP −３（マトリックスメタロプロティナーゼ−３）検査の測定について

（お知らせ）
12月１日 　センターだより第６号：外注委託検査中止と検査内容変更のお知らせ

14日 　センターだより第７号：年末年始の業務案内
15日 　検査センター親睦会忘年会（於パレスイン鹿児島）
17日 　第42回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第２回準備委員会
20日 　平成21年度全国医師会共同利用施設臨時総会（於東京）

平成22年
２月９日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

17日 　学校検診委員会
22日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題：『骨粗鬆症における骨代謝マーカーの臨床的有用性』 
　　講師：大阪市立大学大学院医学研究科
　　　　　代謝内分泌病態内科学
　　　　　准教授　稲葉　雅章 先生

３月２日 　平成21年度第２回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
24日 　平成22年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札

　平成22年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札
26日 　センターだより第８号：診療報酬改定に伴う新点数一覧について（お知らせ）
29日 　センターだより第９号：診療報酬改定に伴う依頼書・報告書の内容変更について（お知らせ）

センターだより第10号：特定健診（市国保）への HbA1c の追加に伴う依頼方法と検査料金の変更に
ついて（お知らせ）
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■ 平成13年から令和２年度までの動き

　センターだより第11号：外注検査項目のセンター内実施への変更について（お知らせ）
31日 センターだより第12号：「新検査点数の項目名」 及び 「外注検査項目の当センター内実施項目名」 の

訂正について（お知らせ）
４月１日 　平成22年度特定健診ならびに特定保健指導開始

２日 　センターだより第１号：胃癌取扱い規約の改定に伴う病理検査報告書様式の変更について（お知らせ）
５日 　第42回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第３回準備委員会
12日 　学校検尿一次検尿開始
22日 　センターだより第２号：ゴールデンウィークの業務案内について

　学校検尿二次検尿開始
24日 　第42回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 施設長会（於福岡）
28日 　センターだより第３号：子宮頸部細胞診検査報告様式変更について

５月19日 　センターだより第４号：解剖室の改修工事に伴う解剖業務停止について（お知らせ）
　センターだより第５号：診療報酬改定に伴う医療施設職員健診の検査料金の改定について（ご案内）

24日 　センターだより第６号：解剖室の改修工事に伴う解剖業務停止について（お知らせ）
６月２日 　第42回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会第１回実行委員会

７日 センターだより第７号：大腸がん検診，肝炎ウイルス検診，前立腺がん検診の検査料金の改定につ
いて（ご案内）

30日 　センターだより第８号：プロトロンビン（PT）試薬変更のお知らせ
７月7日 　センターだより第９号： 「検査案内」 の送付について

10日
～11日

　第42回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於城山観光ホテル）

16日 センターだより第10号：eGFR（推算糸球体濾過量）の報告開始とクレアチニンの基準値および表示
桁数の変更について（お知らせ）

29日 　平成22年度第1回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
８月９日 　センターだより第11号：お盆休みの業務案内

12日 　これからの検査センターのあり方について−理事会の基本的な考え方について−会長説明
18日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル・レクストン鹿児島）
19日 　第１回検査センターあり方小委員会
28日 　センターだより第12号：プロカルシトニン（PCT）検査の測定法変更について（お知らせ）

９月15日 　第２回検査センターあり方小委員会
25日 　第３回検査センターあり方小委員会

10月４日 　第４回検査センターあり方小委員会
21日 　第５回検査センターあり方小委員会
27日 　学校検診委員会

11月12日 　第１回検査センターあり方委員会
27日 第23回四医師会検査センター運営協議会（於アーバンポートホテル鹿児島）

12月１日 　センターだより第13号：外注委託検査の中止と検査内容の変更について（お知らせ）
15日 　センターだより第14号：年末年始の業務案内

平成23年
２月３日 　センターだより第15号：ノロウィルス（RT-PCR 島津法）検査の測定開始について（お知らせ）

９日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
15日 　学校検診委員会
16日 　平成22年度衛生検査精度管理立入検査
23日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題：「かくれ心不全 
　　　　　 −心血管バイオマーカーで迫る−」 
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　　講師：日本医科大学千葉北総病院
　　　　　内科学（循環器部門）
　　　　　教授　清野　精彦 先生

３月16日 センターだより第16号：東北地方太平洋沖地震による外注検査の受付・結果報告への影響について
（お知らせ）

24日 　平成23年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札
　平成23年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札

28日 　センターだより第17号：妊婦健診報告書の内容変更について（お知らせ）
　センターだより第18号：フィブリンモノマー複合体（定量）の緊急検査項目への追加について（お知らせ）

４月１日 　病理・細胞診検査室を医師会病院へ所属変更
　平成23年度特定健診ならびに特定保健指導開始

12日 　学校検尿一次検尿開始
13日 　検査センター新システム選定会議
25日 　学校検尿二次検尿開始

　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内
５月６日 センターだより第２号：ノロウィルス抗原（RT-PCR 島津法）の受託再開と便潜血反応検査の受託

中止について（お知らせ）
　センターだより第３号：多剤耐性アシネトバクターの報告について（お知らせ）

24日 　新システムプロジェクトスタート
31日 　センターだより第４号：薬剤感受性検査（センターセット）の薬剤変更について（お知らせ）

７月９日
～10日

　第43回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於佐賀）

12日 　新システム基本設計書承認
27日 　平成23年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

８月２日 　新システム追加・変更分承認
８日 　センターだより第５号：お盆休みの業務案内
18日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル・レクストン鹿児島）

９月14日 　LAN 工事実施，機器搬入
28日 　センター職員退職勧奨面談
30日 　センター職員退職勧奨面談

10月18日
～28日

　検査システムとのオンライン接続テスト

11月２日 　学校検診委員会
４日～ 　現システムから新システムへのデータ移行作業

28日 　センターだより第６号：外注委託検査の中止と検査内容の変更について（お知らせ）
29日 　平成23年度第２回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

12月14日 　センターだより第7号：年末年始の業務案内

平成24年
１月25日 　センターだより第８号：新臨床検査システムの稼働について（ご案内）

30日 　新検査システム本稼働
２月９日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

14日 　学校検診委員会
３月５日 　新システム稼働に伴う検査・サービス等に関するアンケート実施

23日 　センターだより第９号：HbA1c の国際標準化に伴う NGS 値の表記について（お知らせ）
27日 　平成24年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札

　平成24年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札
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■ 平成13年から令和２年度までの動き

31日 　センターだより第10号：診療報酬改定に伴う新検査点数一覧表について（お知らせ）
４月１日 　平成24年度特定健診ならびに特定保健指導開始

12日 　学校検尿一次検尿開始
25日 　学校検尿二次検尿開始

　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内
５月７日 　FAX 報告の B5版での配信開始
７月３日 　センターだより第２号：リウマトイド因子（RA 定量）の基準値変更について（お知らせ）

７日
～８日

　第44回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於宮崎）

17日 　新会員健診セット検査として腫瘍マーカーを追加し，年４回まで無料検査（会員，会員夫人対象）を開始
25日 　センターだより第３号：検査案内について
27日 　第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

８月１日 　指導監督医の瀬戸山史郎先生の急逝に伴い，後任に丸山征郎先生に就任いただく
７日 　センターだより第４号：お盆休みの業務案内
16日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル・レクストン鹿児島）

10月９日 　臨床検査報告書裏面への基準値印字について（お知らせ）
11月10日 　第24回四医師会検査センター運営協議会（於宮崎）

21日 　学校検診委員会
29日 　第２回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

12月14日 　センターだより第５号：年末年始の業務案内

平成25年
２月７日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

14日 　学校検診委員会
18日 　鹿児島市による平成24年度衛生検査精度管理立入検査
28日 　センターだより第10号：外注委託から当検査センター内での実施変更項目について

３月26日 　平成25年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札
　平成25年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札

28日 　センターだより第12号：緊急検査項目の追加について（お知らせ）
　センターだより第13号：甲状腺ホルモン（T3及び T4）の外部委託について（お知らせ）
　センターだより第14号：ヘモグロビンA1c の検査値表記について（お知らせ）

４月１日 　平成25年度特定健診ならびに特定保健指導開始
11日 　学校検尿一次検尿開始
25日 　学校検尿二次検尿開始

　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内
５月31日 　センターだより第２号：CKD 病診連携セット検査の新規追加について（お知らせ）

　センターだより第３号：HBs 抗原（再活性化）の新規項目について（お知らせ）
６月20日 　宮崎市郡医師会からの当センター見学・視察

30日 　学校腎臓検診精密検診（於医師会病院）
７月13日 　第45回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於那覇市）

19日 　検体および検査依頼書紛失事故に関する共同記者会見
20日 　会員施設長へ上記紛失事故についてお詫びの文書を一斉 FAX 送信
22日 　臨床検査センター臨時全体朝礼を開催し，猪鹿倉会長から訓示

会員施設長および検査依頼実績のある市外医療施設長へ紛失事故についてお詫びの文書に経緯を同
封し送付

30日 　平成25年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
　センターだより第４号：お盆休みの業務案内
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８月８日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル・レクストン鹿児島）
31日

～９月１日
　第25回全国医師会共同利用施設総会（於横浜市）

10月６日 　別館３階フロアの工事完了に伴い４階搬送事務室，旧マシン室,３階フロアへ移動（運用開始：７日～）
24日 　学校検診委員会

12月３日 　平成25年度第２回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
13日 　センターだより第５号：年末年始の業務案内

平成26年
２月５日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

13日 　学校検診委員会
24日 　センターだより第７号：ホルター心電図解析の検査委託先変更について（お知らせ）

３月25日 　平成26年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札
　平成26年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札
　センターだより第８号：診療報酬改定に伴う検査点数一覧について（お知らせ）
　センターだより第９号：検査内容変更等について（お知らせ）

４月１日 　平成26年度特定健診ならびに特定保健指導開始
　センターだより第１号：MRSA スクリーニング検査の実施について（再案内）

11日 　学校検尿一次検尿開始
17日 　センターだより第２号：会員医療施設の職員健診について（ご案内）
23日 　センターだより第３号：ゴールデンウィークの業務案内
25日 　学校検尿二次検尿開始
28日 　センターだより第４号：外部委託検査の検査内容変更について（お知らせ）

５月29日 　センターだより第５号：尿中レジオネラ抗原検査について（お知らせ）
　センターだより第６号：「検査案内」 について

６月29日 　学校腎臓検診精密検診（於医師会病院）
７月30日 　センターだより第７号：お盆休みの業務案内
８月２日

～３日
　第46回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於別府市）

５日 　平成26年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議
７日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル ･ レクストン鹿児島）

10月15日 　学校検診委員会
11月８日 　第25回四医師会検査センター運営協議会（於大分市）

10日 　センターだより第８号：血液像検査の緊急検査対象項目への追加について
12月９日 　平成26年度第２回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

15日 　センターだより第９号：年末年始の業務案内

平成27年
２月5日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

19日 　学校検診委員会
３月６日 　センターだより第10号：CKD 病診連携セット検査について（お知らせ）

26日 　平成27年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札
　平成27年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札

27日 　センターだより第11号：検査項目の内容変更について（お知らせ）
　センターだより第12号：微生物検査の検査内容変更及び薬剤耐性菌の追加について（お知らせ）

４月１日 　臨床検査技師採用（新卒２人）
　平成27年度特定健診ならびに特定保健指導開始
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■ 平成13年から令和２年度までの動き

10日 　学校検尿一次検尿開始
24日 　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内

　学校検尿二次検尿開始
５月25日 　センターだより第２号：会員医療施設の職員健診について（ご案内）
６月４日 　会員健診の検査料金無料化について（お知らせ）

28日 　学校腎臓検診精密検診（於市医師会病院）
７月11日

～12日
　第47回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於長崎市）

30日 　センターだより第３号：お盆休みの業務案内
８月５日 　平成27年度第１回検査センター運営委員会・協力委員会合同会議

６日 　センターだより第４号：臨床検査センター主催学術講演会の開催について
７日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル ･ レクストン鹿児島）

９月10日 　センターだより第５号：検査内容の変更について（お知らせ）
11日 　臨床検査センター主催学術講演会

10月29日 　学校検診委員会
12月15日 　センターだより第６号：年末年始の業務案内

平成28年
２月４日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

18日 　学校検診委員会
29日 　センターだより第８号：ヘリコバクター・ピロリ診断・除菌検査を案内

３月１日 　検査センターホームページをリニューアル
10日 　検査トピックスを請求明細書に同封
25日 　センターだより第９号：診療報酬改定に伴う検査点数一覧を案内

　センターだより第10号：検査受託中止項目と検査内容変更を案内
　センターだより第11号：会員医療施設の職員検診について
　平成28年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札（B ブロック落札）　

平成28年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札（落
札できず）

４月１日 　臨床検査技師を医師会病院検査室から人事異動にて，検査課へ配属（１人）
　平成28年度特定健診ならびに特定保健指導開始

６日 　センターだより第１号：診療報酬改定に伴う留意事項を案内
８日 　学校検尿一次検尿開始
11日 　センターだより第２号：外注検査項目の項目内容の変更（アレルゲン）を案内
20日 　センターだより第３号：アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）検査説明会案内
25日 　学校検尿二次検尿開始
26日 　センターだより第４号：ゴールデンウィークの業務案内

５月２日 　センターだより第５号：３項目（ZTT，TTT，HPT）のセット項目からの削除を案内
13日 　アミノインデックスがんリスクスクリーニング（AICS）検査説明会

６月10日 　センターだより第６号：eGFR（推算糸球体濾過量）の自動結果報告について案内
16日 　センターだより第７号：「2016年版検査案内」 について案内
26日 　学校腎臓検診精密検診（於医師会病院）
30日 　センターだより第８号：検査センター主催学術講演会について（再案内）

７月14日 　検査センター主催学術講演会
　センターだより第９号：心筋トロポニン T を外注検査から緊急，普通検査として，センター実施を案内

28日 　センターだより第10号：お盆休みの業務案内
８月２日 　平成28年度第１回検査センター協力運営委員会
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４日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル・レクストン鹿児島）
10月３日 　センターだより第11号：時系列検査結果報告書の出力サービスについて案内

　センターだより第12号：会員医療施設からの問い合わせ一覧をホームページにアップしたことを案内
21日 　学校検診委員会

11月12日 　第26回四医師会（大分・熊本・宮崎・鹿児島）検査センター運営協議会（於熊本市）
17日 　平成28年度第２回検査センター協力運営委員会
30日 　センターだより第13号：推定１日食塩摂取量の新規項目について案内

12月15日 　センターだより第14号：年末年始の業務案内

平成29年
１月18日 　臨床検査センター主催の検査説明会を開催

　　脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査 「LOX-index（ロックス・インデックス）」 
　　講師：NK メディコ株式会社 予防医療事業部
　　　　　中本　　清 先生

27日 　センターだより第17号：検査センター主催学術講演会の開催について（ご案内）
　センターだより第18号：LOX-index 検査の実施について（お知らせ）

２月２日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
14日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　 「感染症診断に役立つ検査の知識−ウイルス検査選択のポイントと結果解釈の注意点−」 
　　講師：株式会社エスアールエル
　　　　　特殊検査部・臨床検査情報アドバイザー
　　　　　飯田　慶治 先生

27日 　検査センター登録衛生検査所立ち入り調査（鹿児島市保健所）
28日 　平成28年度第3回検査センター協力運営委員会

　センターだより第19号：検査センターセットへの項目追加について（お知らせ）
３月3日 　株式会社エスアールエルと検査センター検査業務の外部委託に関する契約調印式

27日 平成29年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札
平成29年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札

　センターだより第20号：外部委託検査に関するお知らせ
４月１日 　株式会社エスアールエルによる検査センター検査業務委託を開始

３日 　年度始め式
11日 　学校検尿一次検尿および尿中ヘリコバクターピロリ抗体検査（高校１年のみ）開始
25日 　学校検尿二次検尿開始
26日 　センターだより第１号：ゴールデンウィークの業務案内

５月18日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　 「今日からできる感染管理～主役はあなた～」 
　　講師：株式会社エスアールエル
　　　　　学術顧問　山中喜代治 先生

26日 　センターだより第２号：クールビズ実施のご案内
６月２日 　センターだより第３号：プロゲステロン基準値の変更（お知らせ）

　センターだより第４号：検査内容の変更（お知らせ）
７月27日 　センターだより第５号：お盆休みの業務案内（お知らせ）

31日
～８月10日

　検査センター運営に関する会員へのアンケート調査

８月５日 　センターだより第６号：集荷業務　臨時休業のご案内（お知らせ）
10日 　学校腎臓・糖尿検診反省会
16日 　センターだより第７号：学術講演会の開催のご案内
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■ 平成13年から令和２年度までの動き

18日 　センターだより第８号：臨床検査センターに対するアンケートご回答の御礼
30日 　平成29年度第１回検査センター協力運営委員会

　センターだより第９号：学術講演会の開催のご案内（再案内）
９月8日 　センターだより第10号：臨床検査センターに対するアンケート集計結果のご報告

14日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　 「わが国の歩むべき胃がん対策 胃がんリスク層別化検査（ABC 分類）の有効活用」
　　講師：一般財団法人淳風会
　　　　　健康管理センター
　　　　　副センター長　井上　和彦 先生

11月13日 　センターだより第11号：外部委託検査に関するお知らせ
27日 　電話応対研修会
28日 　平成29年度第2回検査センター協力運営委員会

平成30年
２月１日 　学校腎臓・糖尿検診委員会

　センターだより第15号：診療報酬改定に伴う検査点数に関する説明会開催について（ご案内）
16日 センターだより第16号：AIRS（アミノインデックスリスクスクリーニング）検査の新規導入につい

て（お知らせ）
　センターだより第17号：血液培養ボトル変更について（お知らせ）

３月6日 　センターだより第18号：診療報酬改定に伴う検査点数一覧について（ご案内）
12日 　センターだより第19号：緊急検査項目の一部中止と外注化について（お知らせ）

　センターだより第20号：検査内容の変更について（お知らせ）
13日 センターだより第21号：膠質反応（クンケル・チモール），ヘパプラスチンテストの取扱いについて

（お知らせ）
22日 　センターだより第22号：TSH レセプター抗体（第３世代）の新規導入について（ご案内）
26日 　平成30年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札（B ブロック落札）　

　平成30年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札（落札）
４月１日 　平成30年度特定健診ならびに特定保健指導開始

２日 　センターだより第１号：症状別・病名別セット検査のご利用について（再案内）
11日 　学校検尿（一次検尿）開始
17日 　センターだより第２号：ゴールデンウィーク期間の業務について（お知らせ）
23日 　センターだより第３号：クールビズ実施について（ご案内）
24日 　学校検尿（二次検尿）開始

５月21日 　センターだより第４号：学術講演会（６月19日）の開催について（ご案内）
22日 　センターだより第５号：検査内容の変更と検査受託中止について（お知らせ）

６月19日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　演題：「甲状腺疾患の診療の実際」
　　講師：医療法人野口病院
　　　　　院長　村上　　司 先生

21日 　センターだより第６号：蛋白分画測定機器変更について（お知らせ）
24日 　学校腎臓検診精密検診（於医師会病院）

７月11日 　センターだより第７号：お盆休み期間（８月14日，15日）中の業務について（お知らせ）
８月９日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテル・レクストン鹿児島）

17日 　センターだより第８号：検査案内（2018年版）について（お知らせ）
20日 　センターだより第９号：一般細菌検査同定菌種名の表記色変更について（お知らせ）　
25日 　臨床検査センター視察：函館市医師会 / 平山担当理事，吉本事務部長，大坂検査課長
28日 　平成30年度第１回臨床検査センター協力運営委員会
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31日 　臨床検査センター視察：豊前築上医師会 / 古橋課長，竹本技師長，上田技師
　臨床検査センター視察：宇佐高田医師会 / 磯村検査課長

９月１日
～２日

　第49回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会（於城山ホテル鹿児島）

13日 　センターだより第10号：血色素量の保健指導判定値と受診勧奨判定値の表記について（お知らせ）
19日 　センターだより第11号：緊急報告検査値（パニックバリュー）について（お知らせ）
28日 　センターだより第12号：学術講演会の開催について（ご案内）
29日 　鹿市医検第10号：台風24号接近に伴う集配業務臨時休業案内

10月１日 　臨床検査センターホームページ更新（検査機器構成図他）
16日

～17日
　集配スタッフ職員接遇研修実施

11月１日 　ドクター支援システムの安定稼働を目的としたハード更新を実施
２日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催

　　演題： 「わが国の肺炎球菌感染症とインフルエンザの疫学動向とワクチン予防」 
　　講師：国立感染症研究所
　　　　　感染症疫学センター
　　　　　センター長　大石　和徳 先生

22日 　平成30年度第２回臨床検査センター協力運営委員会

令和元年
１月22日 　臨床検査センター運営協議会
２月１日 　検査結果参照システム（ドクター支援システム）の安定稼働目的のハード更新実施

４日 　センターだより第17号：学術講演会（３月８日）の開催について（ご案内）
５日 　学校腎臓・糖尿検診委員会
22日 センターだより第18号：ECLIA 法を用いた25−ヒドロキシビタミン D 検査の実施料新設と新規導入

について（お知らせ）
　センターだより第19号：検査内容の変更（IgG ４他）と検査受託中止（チモール）について（ご案内）

25日 　臨床検査センター運営協議会
３月４日 　センターだより第20号：ゴールデンウィーク期間の業務について（お知らせ）

８日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　演題：「全員で取り組もう院内感染対策」
　　講師：株式会社エスアールエル
　　　　　学術顧問　山中喜代治 先生

25日 　平成31年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札（B ブロック落札）　
　平成31年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札（落札）
　臨床検査センター運営協議会

４月１日 　平成31年度特定健診ならびに特定保健指導開始
２日 センターだより第１号：AIRS（アミノインデックス リスクスクリーニング）の検査項目内容変更に

ついて（お知らせ）
11日 　学校検尿（一次検尿）開始
23日 　学校検尿（二次検尿）開始

　臨床検査センター運営協議会
24日 　センターだより第２号：クールビズ実施について（ご案内）

５月28日 　臨床検査センター運営協議会
６月12日 　センターだより第３号：新規実施項目（風しんウィルス IgG 「CLEIA」 クーポン）について（お知らせ）

　センターだより第４号：薬剤感受性試験の検査内容変更について（お知らせ）
23日 　学校腎臓検診精密検診（於医師会病院）
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■ 平成13年から令和２年度までの動き

25日 　臨床検査センター運営協議会
７月11日 　センターだより第５号：お盆休み期間（８月14日，15日）中の業務について（お知らせ）

19日 　第１回臨床検査センター協力運営委員会
　新臨床検査センター第１回工程会議

23日 　臨床検査センター運営協議会
８月１日 　学校腎臓・糖尿検診反省会（於ホテルレクストン鹿児島）

５日 　仮設臨床検査センター建築工事に係る契約調印式
27日 　臨床検査センター運営協議会
29日 　鹿市医検第７号：学術講演会（10月８日）の開催について（ご案内）

９月６日 　新臨床検査センター第２回工程会議
９日 　仮設臨床検査センター工事開始

　全自動化学発光酵素免疫測定システム 「ルミパルス L2400×２台」 導入後のバックアップ稼働開始
24日 　臨床検査センター運営協議会

10月８日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　演題：「感染症診療のロジック～コモンな感染症から国際感染症まで～」
　　講師：国立国際医療研究センター
　　　　　国際感染症センター長
　　　　　大曲　貴夫 先生

16日 　新臨床検査センター第３回工程会議
29日 　臨床検査センター運営協議会

11月22日 　第２回臨床検査センター協力運営委員会
26日 　臨床検査センター運営協議会
30日 　第27回四医師会検査センター運営協議会開催（於鹿児島東急 REI ホテル）

12月20日 　仮設臨床検査センター建築業者より引き渡し
24日 　臨床検査センター運営協議会

令和２年
１月４日 　仮設臨床検査センター稼働

10日 　センターだより第９号：学術講演会（２月13日）の開催について（ご案内）
27日 　臨床検査センター運営協議会

２月６日 　練馬区医師会による検査センター視察
　臨床検査センター協力運営委員会

13日 　臨床検査センター主催の学術講演会を開催
　　　演題：「アトピー性皮膚炎 アレルギー科？皮膚科？治療ガイドライン2018に準拠したお話」
　　　講師：島田ひふ科
　　　　　　院長　島田  辰彦 先生

17日 　集配連絡用の現 MCA 無線に IP 無線を追加
　通信の二重化体制を行うことで安定したネットワーク環境を整備

18日 　センターだより第10号：関節液検査の検査内容変更について（お知らせ）
25日 　臨床検査センター運営協議会

３月３日 　センター紹介「沿革」の更新
10日 　センターだより第11号：診療報酬改定に伴う検査点数一覧について（お知らせ）
19日 　センターだより第12号：メタネフリン総， 鉛等の検査内容変更について（お知らせ）
24日 　令和2年度鹿児島市立学校尿検査業務委託契約に係る指名競争入札（B ブロック落札）

　令和2年度鹿児島市立学校給食センター職員等腸内細菌検査業務委託契約に係る指名競争入札（落札）
　臨床検査センター運営協議会

４月 １日 　令和２年度特定健診ならびに特定保健指導開始
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 ６日 　全自動尿分析装置 US-3100R 更新
10日 　学校検尿（一次検尿）開始
17日 　センターだより第１号：新型コロナウイルスの影響による航空便の減便とその対応について（お知らせ）
23日 　新臨床検査センター新築工事起工式及び安全祈願祭
24日 　センターだより第２号：クールビズ実施について（ご案内）

　センターだより第３号：ゴールデンウィーク期間の業務について（お知らせ）
28日 　臨床検査センター運営協議会

５月８日 　学校検尿（二次検尿）開始
19日 　センターだより第４号：HBs 抗原の測定試薬変更について（お知らせ）
26日 　臨床検査センター運営協議会

６月４日 　センターだより第５号：新規実施項目（SARS-CoV- ２ 新型コロナウイルス抗体）について（お知らせ）
22日 　センターだより第６号：検査案内2020年度版配布について（お知らせ）
23日 センターだより第７号：カンジダ抗原， アデノウイルス抗原， 25OH ビタミン D， 総ホモシスティン

等の検査受託中止および検査内容変更について（お知らせ）
センターだより第８号：新規実施項目（ロイシンリッチα２グリコプロティン・LRG）について（お知らせ）

　臨床検査センター運営協議会
７月３日 　センターだより第９号：航空便再開に伴う外注検査報告所要日数について（お知らせ）

８日 　センターだより第10号：新規実施項目（尿中スチレン代謝物）について（お知らせ）
20日 　センターだより第11号：連休に伴う検査項目の受託不可について（お知らせ）
22日 　センターだより第12号：お盆休み期間（８月14日， 15日）中の業務について（お知らせ）
28日 　臨床検査センター運営協議会

８月７日 　第１回臨床検査センター協力運営委員会
21日 センターだより第13号：新規実施項目（抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体・抗TPO抗体）について（お知らせ）

抗TPO抗体の報告日数短縮目的にてセンター内測定へ変更
25日 　臨床検査センター運営協議会

 ９月１日 　センターだより第14号：計画停電に伴うドクター支援システム一時停止について（お知らせ）
２日 　センターだより第15号：TBG 定量の検査内容変更について（お知らせ）

　センターだより第16号：新規実施項目（FGF23) について（お知らせ）
７日 　センターだより第17号：新型コロナウイルス関連項目情報について（お知らせ）
18日 　学校腎臓 ･ 糖尿検診反省会（書面開催…新型コロナウイルス感染拡大防止のため）
23日 　臨床検査センター運営協議会
28日 センターだより第18号：抗下垂体抗体1, AT ㈽抗原量， ブルセラ凝集反応の検査受託中止について

（お知らせ）
10月７日 　センター紹介「沿革」の更新

27日 　臨床検査センター運営協議会
11月13日 　第２回臨床検査センター協力運営委員会

25日 　臨床検査センター運営協議会
12月22日 　臨床検査センター運営協議会

29日 　新臨床検査センターへ引っ越し

令和３年
１月４日 　新臨床検査センター火入れ式，本日より稼働

　ドクター支援システム Ver Ⅱ運用開始
２月15日 　新型コロナウイルス核酸検出検査，新型コロナウイルス抗原定量検査の検査センター内測定開始

　新臨床検査センター運用開始記念事業として新型コロナウイルス抗原定量検査の特別受託開始
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〈 鹿児島市医師会旧臨床検査センター 〉

検査室

外観
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