
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

中井規隆 

P1 第15回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2015 in KOBE 報告 

P2～P3 第５回認定認知症領域検査技師講座開催される 

P4～P6 平成27年短期海外研修を実施/短期海外研修報告 

P6 一般検査穿刺液標準化ＷＧが胸水・腹水検査を検討中！ 

P7 日臨技支部医学検査学会開催報告（１）［中部圏支部］ 

P8 神経生理検査症例集発刊！/日臨技 研修会・講習会情報 

P9 会員専用ページをご活用ください！ 
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「CRCと臨床試験のあり方を考える会議」への参画 
 
 「CRCと臨床試験のあり方を考える会議」（以下、あり方会

議と略す）が、「Research Integrity ―今、求められている

もの－」をメインテーマに、森下典子会議代表（国立病院機

構大阪医療センター）の下、盛会に開催されました。 

 あり方会議は、第１回が2001年別府（湯布院）で開催され

てから今回で15回を数え、臨床研究・治験に関わる方々の職

種を超えた資質の向上と情報交換の場として、ネットワーク

の構築に大きく貢献されています。日本臨床衛生検査技師会

（以下、日臨技と略す）も当初から行動を共にさせていただ

き、臨床研究・治験に関わる臨床検査技師にとって非常に有

意義な学会であると認識しております。 

 しかし、当会（日臨技）の諸事情から第10回以降、休会さ

せていただいておりました。第15回開催にあたり、一般財団

法人臨床試験支援財団の中野重行理事長ならびに理事会の先

生方のご厚意により、再度参加させていただくこととなりま

した。休会中も、臨床研究・治験業務の運営に臨床検査技師

の参画の必要性についてご理解をいただき、ご配慮賜りまし

たこと心より感謝申し上げます。 

 

 「第16回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2016 in 大

宮」の実行委員会より、プログラム委員の推薦依頼がありま

したので、東影明人先生（岡山大学医学部附属病院検査部）

を推薦させていただきました。 

 臨床検査に造詣の深いCRCには強みがあります。すでにCRC

としてご活躍中の先生方、この職域に興味をお持ちの先生方

のご協力をいただき、臨床研究の分野で活躍できる臨床検査

技師の育成支援に日臨技としても努めてまいりたいと存じま

す。 

  日臨技専務理事  横地 常広 

（CRCあり方会議支援委員会 委員） 

Research Integrity ～今、求められているもの～ 

第15回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2015 in KOBE 運営委員長 河野 健一 

（公益財団法人先端医療振興財団 臨床研究情報センター） 

 臨床研究の質を担うCRC（Clinical Research Coordinator：

臨床研究コーディネーター）による「CRCと臨床試験のあり方

を考える会議」が、９月12日（土）～13日（日）に神戸で開催

されました。全国から3,300名の参加で盛会裏に終了した今回

の会議のテーマが表題です。世界最先端の技術により創出され

た再生医療や高性能機器などが治療の変革を期待させる一方、

関係者の不正により科学研究に対する社会の信頼が損なわれる

事案がこの２年にいくつか発生しました。臨床研究は社会の協

力なくして実施できず、一方、臨床研究なくして医療水準・疾

患制圧率の向上はありません。適正な医療エビデンスの構築は

医療者の使命として、心構えを考えるのも今回の会議の趣旨で

す。 

 本会議は臨床試験に関する

研鑽と情報交換の場であり、

今回は10の教育講演・セミ

ナー、11のシンポジウムと、

一般演題には199の発表があ

りました。臨床試験の国際基

準GCP（Good Clinical Prac-

tice）の品質向上を見据えた

改訂や、グローバルに認めら

れる施設レベル、人材育成など、知識習得や職場改善につなが

ることから、不正に学ぶ教訓やリスクマネジメント手法のほ

か、研究倫理に訴えかける内容が多く企画されました。特別企

画「国民も巻き込んで議論しよう」には元プロレスラー小橋建 

太氏、読売テレビ清水健氏（ビデオレター）が登壇し、臨床

研究に国民・患者は何を期待し、どこを目指していくかにつ

いて臨床試験専門職として考える場となりました。 

 本会議と日臨技の関係についてはJAMTマガジン2015年7月号

（p19）にありますが、休会中も歴代会議代表の好意により、

プログラム委員には臨床検査技師を選出いただき、今回は会

議代表の大阪医療センター 臨床研究推進室 森下室長のはか

らいにより、会の運営を担う３役について、代表は看護師、

プログラム委員長は薬剤師、そして運営委員長は臨床検査技

師の小生が拝命しました。臨床研究もチーム医療であり、目

的達成には様々な職種の協働が必須で、協力を得るためのバ

ランス感覚がCRCには求められています。もっとも、真実を導

くためのデータの信頼性確保において、検査技師の協力が期

待されていることは言うまでもありません。一昨年にはガイ

ドライン改正によりデータ保証のための精度管理が規制要件

となり、医療スタッフとしての検査技師には当然ながら、CRC

をはじめとした臨床試験専門職としての検査技師にも活躍が

期待されています。 

 

 私見ながら、日臨技が宮島会長の英断により本会議に復会

し、ここ数年の憂いが晴れました。現在、JMAT教本シリーズ

「臨床検査技師のための臨床研究基礎知識 ～新しい医療の

開発～」の編集が進んでおり、是非、手に取って臨床研究に

対する知識を深め、検査技師の皆様に参画して頂きたいと思

います。 
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技師講座を受講して 
独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院 

 天野 陽生 

今日、我が国では平成22年度の推計値によると65歳以

上の高齢者、約2478万人のうち約15％の439万人が認知

症有病者として存在し、認知症の前段階である軽度認知

障害（MCI）の高齢者も全体の約13％、380万人いると推

計されています。つまり高齢者の４人に１人は認知症あ

るいはその予備軍という計算となり、今後さらに増え続

けていくと推測されます。この結果を踏まえ厚生労働省

は認知症対策による国家戦略を急ぎ策定することとして

います。これは国家プロジェクトのひとつとされるた

め、認定認知症領域検査技師制度も大きな貢献が期待さ

れていると考えます。 

参加者は「認定認知症領域検査技師講座」ということ

もあり、認定試験の受験希望者が殆ど占めていました

が、認知症への取り組み・関心が非常に高くまた、自身

のスキルを上げるために参加した向上心の強い技師の集

まりであると感じました。 

 本講座は、実践セミナー含め６講演で構成され、どの

セクションにおいても著明な講師陣によるものであり、

内容については認知症への理解、対応、接し方から認知

症の診断・治療における検査の方法・応用についてであ

りました。 

 開会では、浦上克哉先生（日本認知症予防学会理事

長/鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座教授）によ

るご挨拶を承り、講演がスタートしました。 

 最初の講演は「認知症予防と認定認知症領域検査技師  

河月稔先生（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 

助教授）」であり、認知症の概念と定義から始まり検査

を含めた基礎知識を学びました。認知症に関する検査の

説明は、ポイントを重点に分かりやすくご講義いただ

き、良く理解することができました。 

 次の講演は「認知症の症状の理解とその対応 小徳美

千子先生（鳥取県認知症ケア専門士会 会長/認知症ケア

上級専門士/認知症予防専門士）でありました。この講

演の中では、認知症の

認知症の介護に必要な

こと、時代の環境に対

応していくこと、医療

従事者の役割、また認

知症の症状から認知症

の治療までご講義いた

だきました。認知症に

対する熱意が、先生から十分伝わってくるご講義でし

た。 

 Ⅰ実施セミナーは、前ご講演をいただいた小徳美千子

先生、河月稔先生による「認知症の方への接し方 ―ロ 

 

 今回、平成27年9月25日～27日 神戸国際会議場における第５回日本認知症予防学会学術集会（テーマ：エビデンス

レベルの高い認知症予防を目指して）の中で、認定認知領域検査技師講座（認定40単位）が開催されました。 

 参加者３名の方に寄稿いただきましたので、ご紹介いたします。 

担当理事 深澤 恵治 

第５回日本認知症予防学会学術集会にて 

ールプレイ―」でありました。検査を受ける患者と検査

を実施する技師との絡みのビデオを観て何の疾患（タイ

プ）を疑うのか、周辺症状（BPSD）はどうであったか等

を前後の机の参加者同士で考え結果を導き出すというも

のでありました。患者への接し方については、認知症に

限らずどの疾患の患者においても同様なことが言えると

思いました。ビデオの中では先生の名演技ぶりに参加 

者もビックリしながらの応用のある講義でした。 

 ランチョンセミナーを挟み午後においては、Ⅱ実施セ

ミナー「光トポグラフィ―検査の臨床応用について 朴

盛弘先生（鳥取大学医学部精神行動医学分野）」による

ご講義をいただきました。NIRSの測定原理・応用の説

明、鳥取大学におけるNIRS検査として双極性と単極性の

パターン、認知症におけるNIRSの応用、また実際に講師

陣自ら被検者に扮してプローブ装着等のポイントをご説

明していただきました。少し私には難しいのではと思い

ながら聴講させていただきましたが、短い時間の中、非

常に分かりやすくご説明をしていただきました。 

 Ⅲ実施セミナーでは「脳脊髄液 堀田真希先生（大阪

大学医学部附属病院医療技術部検査部門）」であり、髄

液検査の目的から始まり髄液検査法2002からの変更点 

髄液の標本作製時・細胞の見方の注意点、細胞数算定方

法等をご講義していただきました。関西弁がとても心地

よくまた、初心者にも十分分かりやすく、時間いっぱい

までとても熱いご講義でした。 

 この日最後の講演は、Ⅳ実施セミナー「認知症の脳波

の特徴 澤田浩秀先生（神戸常盤大学保健科学部医療検

査学科 教授）」であり、脳の基本的構造、しくみ機能

から始まり、認知症の種類からそれぞれの特徴、発症年

齢、障害部位、病変の特徴、症状等をご講義していただ

きました。先生の丁寧なご講義に集中力を欠かさず、最

後まで真剣そのものでした。 

 

 今回、会場が神戸ということもあり何かしらウキウキ

した気持ちと、これから始まる認知症への技師としての

スキルを身につけるという楽しみとが入り混じったとて

も充実した時間をお陰様で過ごすことができました。今

後はひとつでも多く認知症予防等のエビデンスを研究、

発表して認知予防、早期発見、診断・治療へ貢献するこ

とはもちろんのこと、先ず、患者を良く理解してあげる

ことを念頭に患者の立場を第一に考え、自身の立場、言

動、行動をおこしていきたいと考えます。 

 

 最後に、貴重なお時間をさいていただきこのような盛

大な大会、講座の企画、準備、運営と、心温まる笑顔で

接していただいた講師陣をはじめ、スタッフ、関係者の

皆さま方に、非常に有意義な機会を与えていただき感謝

申し上げます。本当に有難うございました。 
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 市立宇和島病院  

高村 好実 

（愛媛県臨床検査技師会 会長） 
 

 今回の学術集会と技師講座に参加した理由は、日臨

技の認定認知症領域検査技師の画像部門の講師をする

なか、最新の認知症関連検査や治療などの臨床と介護

やケアなど認知症医療の全般について知るためでし

た。 

 今回の学会テーマは「エビデンスレベルの高い認知

症予防を目指して」であり、「本学会として認知症予

防のエビデンスの創出が大きな使命である」とされて

います。そのテーマのもと26日の学術集会の講演は、

病態鑑別と臨床や治療、予防や地域での取り組み、介

護や臨床検査技師の関わりなどの内容で行われまし

た。特に認知症の発症予防、Dat-SCANなどの検査、発

症後のケアなどの講演は私の日常では知り得ることが

できないことでありとても有用でした。 

 また、27日の検査技師講座は午前中が認知症症状の

総合論で午後が実践セミナーでしたが、その中の「認

知症の方への接し方～ロールプレイ～」では、２名の

講師が患者と検査を行う技師に扮して検査時の対応を

演じ、そのビデオを聴講者が見て対応の良し悪しや認

知症のタイプを判断するというものでした。講師の上

手い演技により（？）終始和やかな雰囲気のなかで認

知症の方の行動や特徴を理解することができ、とても

良かったと思います。 

 本会に参加して「2023年の高齢化30％超」、「2025

年の認知症の数700万人前後」、「国家戦略の新オレ

ンジプランの策定」など様々な数値や施策を改めて考

え、認知症は予防や検診、医療や介護、生活支援とそ

れらのどこかにおいて、今後一人ひとりがどこかに関

わらざるを得ない身近な課題なのだという現実を再認

識しました。 

 そして今、私が認知症医療に関して取り組めること

は、認知症検査の一翼である画像モダリティの説明を

通して、これらの診断のステップや重要性を周知し問

題解決や対策のベクトル作りに積極的に携わっていく

ことであり、さらに愛媛県技師会としては、現在推進

されている多職種連携である地域包括ケアシステムの

中で臨床検査技師の専門性を生かした感染症対策と同

様に、認知症対策についてもその専門性を生かした業

となるよう会員に啓蒙することが必要であると思って

います。 

 先駆的チーム医療の一つとして認知症医療における

臨床検査技師ならではの位置づけを構築し、認知症医

療に貢献できる人材を育成すること。今、そこにも私

たちにとって重要な役割があると思います。 

県技師会長も積極的に参加！ 

 (株)アムル 上尾中央臨床検査研究所   

津田 聡一郎 

（埼玉県臨床検査技師会 会長） 

 

 1972年の有吉佐和子による小説「恍惚の人」が発

表された当時であれば、この症状の人を時折見掛け

るという程度の頻度だったのだろうが、既に現在65

歳以上の５人に１人から４人に１人になろうとして

いるという。 

 こうした背景を聞かされてしまうと、社会全体で

取り組むべき事態であり問題であるとの認識を持つ

に至った。しかしまだ一般論でしか知らず、「臨床 

技師」として何か出来る事が有るのだろうか、とい

う検査疑問を抱いて今回の講座を、まずは「個人」

として受けて、知る事が大切だと情報収集をした。 

 

 クリニック院長として「もの忘れ外来」診療に当

たっている医師によるランチョンセミナーを含めて

６名の講師の方々から、症状を聞いて理解し、その

対応・接し方を学んだ。更に実際の診療経験の話を

伺った。次に症状と検査の関係を脳波や髄液検査と

いった幅広い分野からみた捉え方を学ばせてもらっ

た。 

 これで何かが出来る様になったとは思えないが、

身近に居るかもしれない認知症の方と急に遭遇した

としても、以前より落ち着いて対応出来るのではな

いか、と思えた。 

 この感覚は、広く一般病院勤務の検査技師の多く

の人にも持ってもらいたい。そしてその中から、更

に専門的な対応の出来る検査技師が輩出されて活躍

できるようなベースとなる身近な学習プログラムを

作りたいと考えた。 

 

 まず知ること、そして理解すること、更に対応出

来ること。 

「認知症の方への接し

方 ―ロールプレイ―」

ビデオを見て、グルー

プ単位に意見を出し合

い理解を深めた 

新オレンジプラン（厚生労働省ホームページ） 

平成27年1月27日公表 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072246.html 
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〈短期海外研修の経緯報告〉 
  
 アメリカの資格を有してない者が臨床研修する際、医師は

ECFMG、薬剤師はFPGEE、看護師はCGNFSとのアメリカ外で教育を

受けた者への試験に合格が必要である。ところが臨床検査技師

にはこのような試験制度は2007年まで存在してなかった。しか

し、2007年4月にアメリカにおける臨床検査技師資格を承認する

最大機関の American  Association  for  Clinical  Pathology

(ASCP) が国際資格として、ASCP International（ASCPi）制度

を設け、アメリカ外で教育を受けた者にも門戸が開かれ、日本

も2009年から受験可能国となった。 

 日臨技では会員の国際感覚を養うことにも力を入れており、

その一環で2016年には世界医学検査学会を神戸で開催すること

となった。国際学会への参加は世界の臨床検査事情に触れる良

い機会ではあるが、別の形で会員がより深く海外に触れる機会

を模索していた。 

 そのような折、ASCP副会長のホラディ博士の来日時、宮島会

長との会談からASCP側が研修先を仲介する形で短期研修の可能

性が出来た。日臨技内で検討を重ね、国際感覚を養うよい機会

としてモチベーションの高い会員の滞在費用を負担し、短期研

修を試験的に実施することとした。 

 条件を当初は厳しくせず、ASCPi資格を有している者、もしく

は１年 

以内に受験予定の者とした。募集期日までに応募者があった５

名を審査し、ASCPi 資格を有している武村会員が選ばれた。 

 研修内容はASCP側の配慮で研修者の希望する部署をアレンジ

して貰えることにし、本人の希望を優先し今回は全ての部署を

ローテーションする形で研修を行った。 

 研修は５日間と短いが、訪問時期は研修希望者の都合に調整

可能である。渡航期間を含めると最低でも１週間の休暇が必要

であり、夏休み等を利用すれば取得可能な休暇期間であり、初

年度は５日間とした。 

 目的の一つに、これまでに海外研修が無い方に海外を知って

もらうことがあり、特に若い方には短期研修ではあるが課題を

発見したり人脈を広げて、国際人へのステップアップにつなげ

てほしい。今回も５名が応募されたことや武村氏の研修成果な

ども勘案し、次年度以降の制度運用の充実について検討してい

きたい。 

 

国際ワーキンググループ 坂本 秀生 

（神戸常盤大学保健科学部医療検査学科） 

短期海外研修報告 
 

名古屋大学医学部附属病院  

医療技術部 臨床検査部門 

武村 和哉  

◆はじめに◆ 
  

 私は、2015年9月21日から25日までアメリカ、シカゴの

Loyola University Medical Centerでの短期研修を経験した

のでここに報告します。 

 Loyola  University  Medical  Centerは、イリノイ州の

Maywoodというシカゴのダウンタウンから西に11マイルほど

の街にあります。病床数は569床。同じキャンパスの中に

は、Loyola University Chicago Stritch School of Medi-

cine（医 学 科）や Loyola  University  Chicago  Marcella 

Niehoff School of Nursing（看護学科）も併設されてお

り、広大なキャンパスでした。Loyola University Medical 

CenterはMain Medical Centerの他にもOutpatient Center, 

Cancer Center, Emergency Departmentなどいくつかの建物

で構成されており、キャンパス内には無料のシャトルバスが

10分間隔で走っていました。 

 私が研修を行ったDepartment of Clinical Laboratoryは

Main Medical Centerの地下１階に設置されています。所属

しているMedical Technologistは約150名。３交代制の24時

間体制で検査業務を行っています。勤務時間は、Day shift

が7:00〜15:30、Mid shiftが15:00〜23:30、Night shiftが

23:00〜7:30となっています。日本のように当直があるわけ

ではなく、Day shiftに働く者はDay shiftのみというように

働く時間が決まっていることが、アメリカでは一般的なよう

です。日本と違い、アメリカではMedical Technologistは生

理検査に携わることができず、また採血業務も専門の

phlebotomistが行っていることが印象的でした。Loyolaでは

いくつかの建物に病院が分散していることから、検体の搬送

には主にシャトルシステムというキャンパスの地下を走る搬

送装置を用いていました。 

 私は、シカゴ滞在中はOak Parkというシカゴの西の郊外に 

１日目 

・Lab Leaderたちとの挨拶 

・各検査室をまわり、簡単な

説明 

・施設認証についての講義 

・院内マニュアルなどの電子

管理について 
 
２日目 

・Blood Bank 
 
３日目 

・Microbiology 

・Molecular Biology 

◆研修スケジュール◆ 

４日目 

・Chemistry 

・Immunology 

・Hematology 

・Coagulation 

・ASCP officeの訪問 
 
５日目 

・Bone Marrow aspirationの見学 

・Flow Cytometry 

・POCT 

・その他特殊検査 

・副部長との面談 

位置する街のThe Carleton of Oak Parkというホテルに滞在し

ました。この街は、建築家フランク・ロイド・ライトの設計し

た建造物が数多くある街として知られ、文豪アーネスト・ヘミ

ングウェイが生まれた街でもあります。非常に過ごしやすく、

治安の良い街で、鉄道の駅にも非常に近いためダウンタウンに

出るのも便利な立地でした。このホ

テルからLoyolaまでの公共交通機関

は電車とバスの乗り継ぎになるので

すが、Loyolaの秘書さんにも相談し

たところ、ややこしいからとタク

シーを勧められ、日々の研修にはタ

クシーで向かいました。  

 研修期間は9月21日から25日までの5

日間、時間は8:30〜16:00までで行い

ました。 

 各検査室にはDirector（M.D.の先

生）、Manager（日本でいう副技師

長）、Technical  Specialist（日 本

でいう主任）がおり、研修は主に

ManagerおよびTechnical Specialist

の方に行っていただきました。  

ASCP officeにて. 左から国

際 資 格 担 当 Ms.Young、筆

者、BOD 部長Ms. Tanabe 
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◆各検査室での研修◆ 
 
 

＜施設認証およびマニュアルの電子管理＞ 

・LoyolaはCAPの認定を取得していました。このCAPのLaboratory 

Accreditation Programは、有効期間が2年となっており、期間

が切れる3ヶ月前からCAPの査察官が急に訪れ査察を行うそうで

す。 

・マニュアルの管理がかなりしっかりしている印象を受けまし

た。全ての検査項目についてのOperating Manualが電子化さ

れ、自分のIDとパスワードでログインすれば、どの端末からで

も閲覧できるようになっていました。また、検体暴露や試薬暴

露時の対処法も明記されており、この試薬にはどんな危険性が

あるのかも端末からすぐに検索できるようになっていました。 
 

＜Blood Bank＞ 

・ABO、Rh血液型検査、不規則抗体検査にはIMMUCORのEchoを2台

用いていました。 

・１日の検体数は約100件。 

・１日の赤血球製剤支給数は約80単位（アメリカの単位：300〜

350ml / unit：500ml献血由来） 

・Loyolaでは、交通外傷や銃傷などで搬送されてくる患者が多

く、1ヶ月に約10件の緊急輸血症例があります。 

・コンピュータークロスマッチを採用。 

・他の検査室とは違い、輸血検査・製剤の払い出しについて部門

独自の電子システムを使用していました。 

・血液製剤の使用期限が日本と比べて長いことがわかりました。

アメリカでは赤血球製剤の有効期限が21〜42日（多くは35

日）、血小板製剤の有効期限が5日、溶解したFFPの有効期限が

５日となっていました。Loyolaでは、緊急輸血用に溶解したFFP

を常に保管していることも興味深かったです。 

・献血の量も日本とアメリカでは異なり、日本では400あるいは

200ml献血ですが、アメリカでは500ml献血でした。 

・アメリカでは、Rh(-)の人が人口の約15%を占めていることか

ら、緊急輸血時にはO型Rh(-)の赤血球製剤、AB型Rh(-)の血小板

製剤、FFPを使用することがわかりました。 

・アメリカでは、血小板製剤の使用前には微生物検査をすること

が義務付けられています。 

・不規則抗体の同定検査を行った場合には、必ずDirector（M.D.

の先生）のチェックを受ける必要があります。 
 

＜Microbiology＞ 

・従来の培養・生化学的検査法と遺伝子検査、質量分析を組み合

わせて業務を行っていました。 

・血液培養装置はBecton DickinsonのBACTEC FXが4台、遺伝子検

査装置としてCepheidのGeneXpert Infinity、Bio Fire Diag-

nosticsのFilm Arrayが4台、同定・薬剤感受性自動測定装置と

してSIEMENSのMicroScan Walk Away 96 plus、質量分析装置は

BRUKERのmicroflex LTを用いていました。 
 

＜Molecular Biology＞ 

・測定項目はHBV, HCV, HIV, CMV, EBVの各種ウイルス検査や、

遺伝子再構成検査、キメリズム検査、プロトロンビン遺伝子変

異検査など多岐にわたっていました。また、HLAタイピング、

HLA抗体検査も行っていました。 

・自動拡散抽出システムとしてAbbottのm2000spを使用していま

した。HLAタイピング、HLA抗体測定装置として VERITASの

LABScan 100、シークエンサーはABIのGenetic Analyzer 3500xL

を用いていました。 

・Loyolaは心臓、肝臓、腎臓、肺、骨髄の移植実施施設であり、

また近隣の病院からも検体が届くために、HLAタイピングの検体

数が非常に多いと仰っていました。（イリノイ州で2番目） 
 

＜Chemistry＞ 

・Chemistry, Immunology, Hematology, Coagulationの4つの部

門は同じ部屋に設置されていました。 

・１日の検体数は約3000件。 

・使用機器はBeckman CoulterのUniCel DxC 800が2台。 

・IDS製造、Beckman Coulterが販売している自動搬送システムに

接続されています。 

 

・検査室の天井から大型のモニターを吊り下げており、検査遅延

が一目でわかるようになっていました。（一定時間以上たった検

査中の検体番号が表示され、時間が経つごとに黄色、赤色と変化

する） 
 

＜Immunology＞ 

・使用機器はSIEMENSのADVIA Centaur XP。 

・自動搬送システムに接続しています。 

・検査項目は、HBs抗原などの測定数が多い項目やトロポニンTの

ような迅速性が求められる項目を測定しており、その他の免疫学

的検査項目は特殊検査室で測定していました。 
 

＜Hematology＞ 

・１日の検体数は約2000件。 

・使用機器はCBCにはBeckman CoulterのUniCel DxH 800が3台、塗

抹標本作成にはUniCel DxH SMS、塗抹標本の自動血球分類装置

としてCellaVision DM9600を使用していました。 

・塗抹標本の染色法がライト・ギムザ染色であることが興味深

かったです。 

・HematologyでもChemistryと同じようにモニターで結果遅延がわ

かるようになっていました。 
 

＜Coagulation＞ 

・１日の検体数は約400件。 

・使用機器はInstrumentation LaboratoryのACL TOP 500が2台。 

・測定項目はPT, APTT, フィブリノーゲン、TT、Dダイマー、FDP

でその他の凝固因子活性やクロスミキシングテストは特殊検査室

で行っていました。 

＜Bone Marrow＞ 

・アメリカでは骨髄塗抹標本は、Medical Technologistではな

く、Pathologistが読むということが印象的でした。Medical 

Technologistは、骨髄穿刺の補助、標本作成、染色までを行って

いました。 

・Loyolaでは多い時には１日10件のマルク検体が来ると仰ってい

ました。 
 

＜Flow Cytometry＞ 

・使用機器は、Beckman CoulterのNaviosが2台。 

・使用する抗体やそれが何のマーカーなのかを説明していただき

ました。 

・時間が短く、実際に検体を処理・検査する工程をみることがで

きず、残念でした。 
 

＜POCT＞ 

・血糖測定器と尿定性検査測定器、i-STATという血ガス、クレア

チニン、トロポニンIが測定できる機器を見せていただきまし

た。 

・これらの機器が各病棟や外来に設置されており、結果は自動的

に電子カルテに反映されるようになっていました。 
 

＜その他の特殊検査＞ 

・非常に多岐にわたる項目を検査しており驚きました。名大病院

では外注検査に出している項目も院内で行っており、もっと詳し

く見学したかったのですが、時間が短く少し残念でした。 

・近隣の病院からも検体が届いて検査をしていました。 
 

＜副部長との面談＞ 

・まずは私がどのような部署で働いているのか、名大病院がどの

ような病院なのかを説明して欲しいと言われました。持参してい

た検査部の写真をお見せしながら、Loyolaとの違いなどを話し合

いました。 

・その後、ご自身が専門とされているPOCTの話をしていただきま

した。アメリカでは糖尿病患者が非常に多いため、血糖測定器が

多く使われているが、その問題点についてもお話ししていただき

ました。 
 

＜ASCP訪問＞ 

・シカゴのダウンタウンにあるASCPのofficeを訪問し、office内

を案内していただきました。その後、Loyolaでの研修がどのよう

なものかの簡単な面談がありました。 

・E. Blair Holladay、Patricia A. Tanabe、Jennifer Youngの三

人の方々にdinnerに招待していただきました。 
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◆研修を通しての感想◆ 
 

 日米の臨床検査には多くの違いがあると感じました。勤務時

間もそうですが、担当部署についてもローテーションはなく、

各分野のスペシャリストになっていくという印象がありまし

た。しかし、LoyolaではMedical Technologistの資格を取って

から１年間は様々な部署をローテーションするそうです。アメ

リカの様なスペシャリスト方式と日本のローテンション方式、

どちらも一長一短あると思います。また、アメリカでは先端技

術をより早く臨床検査に取り入れている印象を持ちました。

Microbiologyの遺伝子検査や質量分析、Molecular Biologyの

遺伝子変異検査やHLAタイピングなど、まだ名大病院ではルー

チンに取り入れられていないものも院内で検査をしており、興

味深かったです。一方で、オートメーション化や業務の効率化

という点では、日本の方が進んでいると感じました。 

 研修の内容としては、検査機器や行っている検査についての

説明をしていただき、その後こちらからの質問に答えていただ

くという形で進みました。私自身が輸血検査に従事している関

係から、Blood Bankの研修には丸一日を費やしていただき、日

米の輸血検査、製剤管理の違いについて学ぶことができ、内容

の濃い研修ができたと感じました。一方で、研修期間が１週間

と短かったことから、他の検査室では実際の検体を処理してい

く行程をじっくりと見学できなかったことが、少し残念でし

た。 

 研修期間のランチは、研修先の方々とご一緒させていただき

ました。その際には、持参した自分の病院の検査部の写真をお 

見せしながら、それぞれの検

査室の違いについて話すこと

ができました。Loyolaの方々

も私の検査室のことに非常に

興味を持っていただき、特に

日本では臨床検査技師が採血

や生理検査を行っていること

や、名大病院のオートメー

ション化や技師の人数の少な

さには驚かれていました。ま

た、name cardを持参してい

たのでLoyolaの方々と連絡先

の交換ができ、帰国後にも連絡がとれているのは今後の財産に

なりました。 

 今回の研修を通じて、臨床検査技師としての海外交流の重要

性や楽しさを感じると同時に、自分自身の臨床検査の知識や英

語力がまだまだ未熟であると痛感しました。この経験を今後の

仕事に活かせるよう、日々精進していきたいと思います。 
 

 今回、アメリカの病院で臨床検査技師の研修をさせていた

だくという非常に貴重な経験をさせていただきました。海外の臨

床検査に触れることができたこと、海外の臨床検査技師と交

流を持てたことは、私のこれからの大きな財産になりました。こ

のような機会を与えていただいた日本臨床衛生検査技師会、

海外研修に快く送り出していただいた名古屋大学医学部附属

病院の皆さんに厚く御礼申し上げます。 

病院内のカフェテリアでの 

Lab memberとの昼食  

 日臨技では平成27年７月に一般検査穿刺液

標準化ＷＧが立ち上がり、内容の検討が進め

られています。メンバーは保科ひづる先生

（委員長：諏訪中央病院）、羽原利幸先生

（公立学校共済組合 中国中央病院）、小関

紀之先生（獨協医科大学越谷病院）、岡田茂

治（日臨技）、小澤優（日臨技）です。 

 これまでに、一般検査分野の中で尿沈渣検

査と脳脊髄液検査については、日臨技より標

準化となる尿沈渣検査法2010と髄液検査技術

教本が発刊されています。また、これら内容

の講習会も全国で盛んに行われ、検査法・結

果の記載法など広く周知されていると思いま

す。しかし、リコール以外の穿刺液検査につ

いては標準化されたものは無く、細胞数測定

にいたっては染色法の統一もなされていない

のが現状です。 

 本ＷＧの目的は、穿刺液検査（髄液検査以

外）の現状を確認し、その検査の指針となる

検査法や結果記載法をまとめ、「穿刺液検査

の標準化案」を作成します。JCCLSへの答申

を行い、JAMTシリーズ技術教本への掲載につ

なげることにあります。 

  現在、対象としている項目は胸水・腹水・

心嚢液・関節液・CAPD液・BAL・陰嚢水であ

り、各検体の細胞数測定について染色方法は

何が適切なのか、また、細胞分類はどこまで

必要なのか、などについて広く意見交換を進

めています。 

「穿刺液検査の標準化案」がまとまった時点

で、パブリックコメントを実施し、広く会員

内外のご意見を頂戴したいと思います。その

節には、ご協力をどうぞよろしくお願いいた

します。 
(一般検査穿刺液標準化ＷＧ委員 小澤 優 ) 

一般検査穿刺液標準化ＷＧ  

保科 ひづる委員長 
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９月26日（土)・27（日）に開催された中部圏支部を皮切りに日臨技各支部で医学検査学会が開催されます。

各支部の報告をシリーズで掲載していきます。 

第54回中部圏支部医学検査学会報告 
中部圏支部支部長 山本 幸治  

 平成27年度 日臨技 中部圏支部医学検査学会（第54

回）が、（一社）静岡県臨床衛生検査技師会の担当に

おいて、静岡県静岡市で参加者973名と盛大に開催され

終了いたしました。本学会では、メインテ－マ

を 「 守 破 離 」～ 臨床検査技師の目指す道、基

本と今と未来を考える～ と題し、日本古来の「道」の

教えを臨床検査技師の世界に置き換えた企画でありま

した。 

 「守」は、指導者の教えを忠実に守り、基礎を身に

つける段階、「破」は、指導者の教えを守るだけでな

く、自分の考えや工夫を模索し試みる段階、「離」

は、指導者から離れ自分自身の形を作る段階、とさ

れ、我々臨床検査技師が今後目指すところと同様と考

えられます。 

 それは、我々自身で検体採取を行い、検査を実施

し、結果を説明する一連の業務を行うことと同様に思

われます。そのほかに、超高齢化社会の現状で医療も

在宅医療に向かうことが予想されるため、我々も在宅

で行える検査業務に取り掛かることが必要であると思

われます。 

 講演企画は、特別（公開）講演として静岡県が誇る

航空会社『（株）フジドリームエアラインズ代表取締

役社長 須川 恒次氏』、文化（公開）講演を『富士山

登山学校ごうりき代表 近藤 光一氏』、教育講演は

『静岡県立総合病院 臨床研究部部長 島田 俊夫医

師』をお招きし、多方面でご活躍の講師からご講演を 

いただきました。一般演題では、中部圏支部学会で過

去最高の170演題をエントリーいただき、活発な質疑

がなされており

ました。 

 宮島会長と語

る夕べも企画い

たしましたが、

宮島会長と会員

が直接会話でき

る企画として大

成功だったと思

います。 

 本学会に多数の会員が参加され学術、職能の両面か

らの知識をたくさん吸収でき、充実した学会であった

と思います。参加者の皆様が、今回の学会で得たもの

を今後の日常業務の変革も視野に入れて業務に携わっ

ていただき、今以上に社会的貢献を目指して頂くこと

をお願いしたいと思います。 

 懇親会では、浜松まつり「あづき連」の練りや静岡

まつりの華やかな踊りが披露されました。 

  

 最後に、本学会にあたり経済状況の厳しい折に広

告、展示などのご協賛をいただきました賛助会員の皆

様と、学会運営にあたられました三宅和秀学会長をは

じめとする学会実行委員の皆様ならびに静岡県会員の

皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。 

 今後とも中部圏支部学会の発展を祈念して学会報告

とさせていただきます。 
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JAMT技術教本シリーズ  

神経生理検査症例集発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！ 

編集部会  

委員長 

髙橋 修 

★脳波検査や神経伝導検査の対象となる疾

患を多数紹介！ 

★脳死判定や術中モニタリングなどの情報も

盛り込み、神経生理検査を担当する検査

技師としての幅を広げます。 

日臨技ホームページもご参照ください 
     http://www.jamt.or.jp/books/ 

本書の内容と特徴について  

本書は、臨床神経生理学にかかわる臨床検査技師、とくに入

職して初めて神経生理検査に触れた技師、あるいは施設内の配

属転換で新たに神経生理検査を行おうとする技師、そして臨床

検査技師を目指す学生諸兄に臨床神経生理学を知っていただ

き、臨床神経生理学へと"いざなう"ための本です。 

神経生理検査は、神経や筋の活動を電気現象として捉えて生

体の機能を推測し、診断や障害の評価、治療などへ補助的に役

立てることを目的としています。『神経生理検査技術教本』で

は、神経生理検査を行うための解剖や基礎知識を正常範囲を含

めて、明日からの実践に備えられるように、また、国家試験の

補助資料となるように、わかりやすく解説しました。 

本書では、教本での内容にもとづいた代表的な症例を日常検

査の応用として役立てられるように、できるだけ多くの情報を

盛り込みました。症例は臨床現場の最前線で検査を行っている

臨床検査技師や医師が技術と経験をもとに執筆したものであ

り、読むにつれて実践での臨場感が得られ、同様の症例に遭遇

した場合を想定し、適宜応用できるように解説しています。 

神経生理検査で得られるデータは、疾患に特異的なものはな

く、その病態を表現しています。そしてそのデータがどのよう

にして推測され、診断に結びついていくのか、本書を通して学

んでいただけることを期待しております。 

※日臨技 事務局での直販はしておりませんのでご注意ください。 

日臨技 研修会・講習会情報 
2015.10.15現在 

※詳細は当会HPの学会研修会情報、または会員専用ページの行事検索からご覧になれます。 

※参加者が定員に達し次第、募集を締切る場合がございます。ご了承ください。 

平成27年度先駆的臨床検査研修会「第１回術中モニタリング研修会」 募集中！ 

平成27年度認定心電技師認定試験対策研修会（北海道会場） 募集中！ 

平成27年度先駆的臨床検査研修会「第３回超音波検査研修会（血管領域）」 募集中！ 
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当会HPのトップページよりこちらのバナー

からログイン画面が開きます。 

会員専用ページで様々な手続きが可能です。 

◆会員情報の変更 

・引越等で変更があった場合に、住所・勤務先等の変更が  

可能です。またパスワードを変更する事もできます。 

・会員専用ページで変更いただければ、書面の提出は不要で

す。 

・退会手続も可能です。都道府県技師会を同時退会するか選択

することができます。退会入力後、退会届がPDFで表示されます

ので、会員証を添付のうえ日臨技事務局へご提出ください。 

※WEBからではなく退会届のご提出のみで手続きされる場合は、

日臨技からの退会となります。都道府県技師会の退会について

は所属都道府県技師会にお問合せのうえ規定に従って手続きを

行ってください。 
 

◆各種請求書・領収書の発行 

・年会費等の請求書・領収書の発行ができます。発行日、宛名

も変更ができます。ご利用ください。 

※領収書の発行はご入金（口座振替）後２週間前後で可能にな

ります。 
 

◆各種行事の検索 

・学会、研修会の検索が可能です。 

・日臨技主催のものだけでなく、各都道府県技師会が主催する

学会・研修会も検索していただけます。 

・WEBでの事前参加受付が可能な研修会等は申込手続きをするこ

ともできます。 
 

◆生涯教育履修歴の確認 

・受講された研修会の履歴の確認や履修証明書の発行ができま

す。 

・日臨技生涯教育研修制度の修了証書の発行年度や、現在の取

得点数が確認できます。 
 

◆受講票・参加証の発行  

・参加された研修会等の受講票や参加証を発行できます。 

※対応していない研修会等もございます。 

≪ログイン画面≫ 

パスワードを忘れた方はこちらの

フォームより申請してください。 

ログインにはパスワードが必要です 

初期パスワードは会員証発送時の台紙に記載してあります。 

お手元にない場合は「パスワードを忘れた方」より再発行申請してください。 

会員情報にメールアドレスをご登録いただいていない方、異なるメールアドレスで申請された方は

ご自宅に郵送いたしますが、到着まで数日かかります。 

（編集後記）先週末に認定心電検査技師の研修会で仙台へ行ってきました。東日本大震災からもう４年と７ヶ月

も経っているのですね。仙台空港や仙台の町の賑やかさからは何事も無かったように活気が溢れていました。で

も、それは多くの人のご努力やつらい悲しみを乗り越え築き上げて来られたからですね。昨日のことのようでも

あり、ずいぶん前のことのようにも感じます。震災のときに耳にした言葉を思い出しました。「知恵のある人は

知恵を出そう。力のある人は力を出そう。お金のある人はお金を出そう。そして何もない人は…元気を出そ

う。」仙台で元気をもらった気がします。                           【中井】 


