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中井規隆 

P1～P3 日臨技支部医学検査学会開催報告（２）［近畿支部］［関甲信支部］［北日本支部］ 

P4 金沢大学附属病院南部裕子技師に臓器移植対策推進功労者として厚生労働大臣感謝状を贈呈される！ 

P5 血液検査技術教本発刊！ 

P6 【会員専用ページ活用法】～会員情報を変更する～ 
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第55回近畿支部医学検査学会報告 
学会長 運天 政五郎  

第55回日臨技近畿支部医学検査学会は公益社団法人 

大阪府臨床検査技師会が担当し、平成27年10月17日

(土)・18日(日)に、大阪市天王寺区にある大阪国際交流

センターにて第58回日本臨床検査医学会近畿支部総会、

第35回日本衛生検査所協会近畿支部学術研究発表会と同

時開催いたしました。 

一般演題166題、教育講演２部門、シンポジウム９

部門、教育カンファレンス４部門のセッション、特別

企画３題、R-CPC２症例、機器試薬展示29社、ラン

チョンセミナー14社、機器・試薬セミナー５社の参加

があり、来場者数は、会員1,243名をはじめ、賛助会

員、非会員、学生等を含めると2,000名を超える参加

がありました。 

メインテーマにも通じる内容

となった日臨技企画では、宮島

会長が講演の中で臨床検査技師

のパラダイムシフトについて触

れ、大臨技企画では、神戸常磐

大学保健科学部医療検査学科の

坂本秀生先生が海外での臨床検

査技師資格制度と臨床検査の国

際認定についての紹介があり、

臨床検査分野でのグローバリ

ゼーションについて考えました。 

府民健康フォーラムでは、大阪

大学医学系研究科 岩谷良則教授

に、同じ遺伝子を持つふたごを対

象にした環境による影響の研究を

通して、予防医学の未来について

の壮大な講演をしていただきまし

た。 

また、会場内では、「検査と健

康展」、「中高生向けの進学支

援ブース」を設けたこともあ

り、会員以外の来場も多数ありました。 

 

最後に企画運営と開催にご協力いただいた関係各位

に心より感謝申し上げます。 

左 ：第35回日本衛生検査所協会近畿支部学術研究発表会 

   学術委員長 山口 宏茂先生 

中央：第55回日臨技近畿支部医学検査学会  

   学会長 運天 政五郎 

右 ：第58回日本臨床検査医学会近畿支部 

   総会長 稲葉 亨先生 

日臨技企画で講演

する宮島会長 

府民健康フォーラム 

メインテーマは「臨床検査から医療への主張」、サブ

テーマを「点から線そして面へ、臨床検査の可能性を求

めて」といたしました。本テーマは、臨床検査データ標

準化、臨床検査技師による検査の説明・相談に加え、診

療の補助として患者さんからの検体採取ができるように

なり、臨床検査技師が今後、医療チームで担う役割が大

きくなることを踏まえて設定しました。 

一般演題発表、教育講演、シンポジウム、教育カン

ファレンス以外に検査医学会と日衛協、日臨技の合同企

画としてのR-CPCおよび府民公開講座「ふたごが拓く予防

医学の未来」、日臨技企画講演「2025年に向けての決断

とは」、大臨技企画講演「臨床検査分野でのグローバリ

ゼーション」の３講演を企画しました。 
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第52回関甲信支部医学検査学会報告 
学会長 村山 範行  

平成27年度 日臨技関甲信支

部医学検査学会（第52回）を一

般社団法人長野県臨床検査技師

会の担当で、平成27年10月17日

(土)・18日(日)に、長野市の 

「JA長野県ビル」において開催

いたしました。 

学会のテーマは、「とき～臨

床検査の変革の時、解き明かす

臨床検査の未来」といたしまし

た。これは、臨床検査技師を取

り巻く環境が大きく変わってき

ており、患者さんとの関わり、

チーム医療での他職種との協動など、変革と未来に継

承して行くことが求められている「とき」と考えまし

た。 

 内容としては、総参加者数1047名、一般演題113

題、特別公開講演、特別教育講演、日臨技企画、学会

シンポジウム、R-CPC、若手技師セミナー、研究班シ

ンポジウム４題、研究班教育講演４題、各企業にご協

力をいただいてのランチョンセミナー９題、モーニン

グセミナー３題、機器・試薬等の展示を行い、秋空の

もとに盛会に学会を開催できました。 

 特別講演は登山家の田部井淳子先生をお招きし、

「世界の山々をめざして」と題してお話を伺いまし

た。講演では力を入れている「東北の高校生の富士登

山」のこと、病を抱えながらの活動のお話、世界の

山々のことなどのお話を伺いました。先生のユーモア

を交えた軽快なお話から、前向きな考え方や、人と人

との繋がりの大切さ、そして何よりも元気をいただき

ました。 

 

特別教育講演は、前武蔵野赤十字病院 副院長 日

下隼人先生をお迎えし「患者さんとのコミュニケー

ション」のお話を伺いました。我々も患者さんとお話

をする場面が更に多くなることが考えられ、コミュニ

ケーションにつて考える機会となりました。   

日臨技企画では「2025年に向けての決断とは」と題

して、今後の医療の姿やそれに対応した技師の在り方

について、横地常広専務理事よりお話を伺いました。 

学会企画の検査説明・相談のできる検査技師のシン

ポジウム・若手技師セミナー・R-CPCはいずれも盛況

で、シンポジウムとセミナーは関甲信支部の各県を巻

き込んで熱い意見の交換が行われました。 

 「平成27年度高校生向け進学支援ガイダンス」で

は、ミニ講演会、学会見学、病院での検査部見学と実

習を体験してもらいました。この企画は、地元のテレ

ビ局が２社取材に訪れニュースで放送されました。 

 意見交換会は信州の食材をメインに取り揃えていた

だき、特に珍味のイナゴ・サナギ、日本酒の振り舞い

酒、秋の果物など趣向を凝らした夕食を楽しんでいた

だきました。 

今学会が多くの会員・賛助会員・企業の皆様のご協

力とご支援を賜りながら、盛会に開催できたことを心

から感謝申し上げます。 

展示会場にも多くの参加者が足を運ん

でくださいました。 

高校生向け進学支援ガイダンスの様子 
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第４回北日本支部医学検査学会報告 
学会長 東 恭悟 

 平成27年度日臨技北日本支部医学検査学会（第４

回）が、札幌コンベンションセンターにおいて一般社

団法人北海道臨床衛生検査技師会の担当にて、平成27

年10月17日(土)・18日(日)の２日間にわたり開催され

ました。 

 当日は天候にも恵まれ爽やかな秋空の下、総勢1030

名（有料参加者960名）の参加で大盛況のうちに終了

することができました。 

 本学会のメインテーマは

「良知良能を刺激する」、

サブテーマは「いま、臨床

検査技師の使命を考えよ

う！」を掲げました。今日

の日本医療は、2025年問題

を含め多くの問題を抱えて

おりますが、このような状

況の中で臨床検査技師とし

て備えている知恵と才能

（良知良能）を刺激し、今

我々に何が求められている

かを再認識する機会となる

ことを期待しておりました

が、東北各県から参加された方々と共に考える機会と

なったと思います。 

 学会内容は、一般演題165演題、特別講演２題で特

別講演Ⅰは、札幌医科大学附属病院 神経再生医療科

教授の本望修先生に、「骨髄幹細胞を用いた脳梗塞、

脊髄損傷の再生医療について」と題して、特別講演Ⅱ

は、ドキュメンタリー漫画「義男の空」の作者であり

エアーダイブ代表取締役の田中宏明先生に「逆境が生

む創造」と題して講演いただきまました。特別企画と

して、教育講演８題、教育セミナー５題、R-CPC、生

理シンポジウム、感染症カンファレンス、医療安全の

北臨技企画、尿沈渣形態の日臨技企画、および昨年度

から日臨技で取り組んでいる「高校生向け進学支援ガ

イダンス」も札幌市内の高校生４名の参加で開催され

ました。北日本支部企画「東日本大震災から４年、現

状と今後」では、震災から続けてきたDVT検診、甲状

腺健診の概要と継続実施についてと日臨技で今年設立

した災害対策委員会から地震だけではなく、火山噴

火、大雨や台風の水害にも対応するための連絡網や災

害対策マニュアルの作成を進めているお話をいただき

ました。 

 また、関係各社の協賛により、ランチョンセミナー

12企画、機器試薬展示会も盛大に開催することがで

き、様々な分野の最新トピックスや機器試薬の最新情

報が紹介されました。 

 情報交換会は、札幌地区役員のプロレス企画によ

り、挨拶・乾杯もリング上から行われ宮島会長、伊藤

支部長も興奮気味でした。北都プロレス興行は、男子

プロ１試合、女子プロ１試合、男子プロによるタッグ

マッチと次第に盛り上がり、謎の覆面レスラー（学会

長）の乱入でボルテージも一気に最高潮へ！北海道の

地酒、ワイン、お土産試食コーナーも設置され東北の

皆さんに大好評でした。 

 学会の締めは宮島会長による日臨技企画「2025年に

向けての“決断”とは～検体採取の先にあるものは

～」で、日臨技の医療政策への提言、2025年に臨床検

査技師が保健・医療・介護の分野で生き残れるために

は何が必要か、会長が考える“自らがパラダイムシフ

トから構築する戦略”について熱く講演されました。 

 北臨技担当による初の北日本支部学会でしたが、参

加された皆さんが交流を深めるとともに沢山の収穫と

思い出を持ち帰っていただけたと確信しております。 

  

 最後になりますが、会員・賛助会員の皆様のご協力

に感謝申し上げるとともに、本学会の企画・運営に協

力いただいた関係各位に心よりお礼を申し上げます。 

リング上から挨拶する宮島会長 
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金沢大学附属病院 南部 裕子技師 

 このたび大分県大分市で開催されました第17回臓

器移植推進国民大会にて、臓器移植対策推進功労者

として、日臨技会員である南部裕子技師に、厚生労

働大臣より感謝状が贈られました。これまで、臓器

移植対策推進功労者には、移植医療に関係する医療

機関の長、大学病院診療科の科長や教授、准教授、

および移植に関連する団体（腎友会やアイバンク）

の関係者が主でしたが、今回、極めて稀ともいえる

臨床検査技師に感謝状が贈られました。 

 南部裕子技師は神経生理検査領域において、永年

の研究実績があり、多くの論文を発表しています。

また、2006年に日本臨床神経生理学会認定技術師を

取得し、脳波検査等において優れた検査遂行能力を

有しています。この実力に基づき、金沢大学附属病

院における臓器移植検討委員会やシミュレーション

の実施において、臨床検査技師の立場から連絡網、

磁場環境測定、聴性脳幹反応などの必要性を提案

し、円滑で厳密な脳死判定時の検査環境の整備を推

進してきました。 

 また、脳死判定における脳波検査、聴性脳幹反応

検査のマニュアルやチェックシートを作成し、脳死

判定検査の体系化に尽力してきました。特に検査結

果受け渡し時の確認体制の強化や、検査結果の二重

保存など、より厳密に脳死判定に伴う検査が遂行で

きるよう金沢大学独自の改善を図ってきました。 

 さらに、脳死判定時の検査経験に活かし、学会に

おける座長や、研修会等において脳波に関する講演

も行っています。とりわけ「脳死判定に伴う脳波検

査」では、石川県内初の脳死判定での経験をもと

に、脳死判定時における脳波検査の実際について講

演を行い、石川県における脳死判定に伴う臨床検査

に関する知識や技術の啓蒙を行うなど、地域におけ

る臓器移植対策の推進に対する功績はとても大きな

ものがあります。 

 今回、厚生労働大臣より感謝状が贈られたこと

は、永年、神経生理検査の分野で研鑽し、日常業務

において、脳死判定に伴う脳波検査が的確に実施で

きるよう、検査環境の整備に努力するとともに、地

域の移植医療に伴う臨床検査の重要性の啓発に努め

てきた苦労が評価されたもので、同様に脳死判定に

伴う脳波検査に関わっている臨床検査技師の励みに

なるものと思われます。是非とも、他の地域におい

ても同様の感謝状を受けられる方が続かれることを

祈念しています。 

(石川県臨床衛生検査技師会 副会長 長原 三輝雄) 

 臓器移植対策推進功労者として厚生労働大臣の感謝状を頂き、身に余る栄誉と恐縮して

おります。これもひとえに関係各位のご尽力の賜物と深く感謝しております。これまで医

療スタッフの一員として、厳密な脳死判定時の検査環境の整備を推進し、脳死判定におけ

る脳波検査、聴性脳幹反応のマニュアル、チェックシートを作成し、体系化に努めてきま

した。臨床検査技師として、地道な取り組みが評価された事を嬉しく思います。 

  

 多くの深い想いや尊い命が関わっている検査を担当する者としての責任を再確認し、こ

の感謝状の重みを糧に自己研鑽と今後の人材育成に励んで行きたいと思います。 
 

国立大学法人 金沢大学附属病院 南部 裕子 

右より金沢大学附属病院 並木病院長、

南部技師、長原技師長 
日常業務中（脳波検査）の南部裕子技師 
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JAMT技術教本シリーズ  

血液検査技術教本発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！ 

編集部会  

委員長 

藤巻 慎一 

★すぐに検査室で活用できる技術やポイント、臨床症

例の提示まで、実践で役立つ内容が満載。 

★血液検査に必要な知識、検査の実際、検査結果の

判定法の各項目について記載。 

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  

『血液検査技術教本』は、臨床検査技師を目指す学生か

ら臨床現場で働く卒後５年程度までの臨床検査技師が、学

内および臨地実習や臨床検査室の現場で実際に手に取って

使える実践的な技術書を目指しました。 

本書は血液全般、各血球(赤血球、白血球、血小板)検

査、血球の形態観察、自動血球分析装置、フローサイトメ

トリー検査、染色体・遺伝子検査、血管・血小板機能検

査、凝固・線溶系検査、精度管理の各章で構成され、基礎

および必要な専門知識、検査の実際、検査結果の判定法の

各項目について記載されています。血液検査に従事してい

るベテラン技師が現場の視点で執筆しており、すぐに血液

検査室で活用できる技術やポイントや臨床症例の提示ま

で、実践で役立つ内容が多く盛り込まれています。また、

理解しやすいように多くの図や写真を使用し、日常検査で

遭遇する疑問については「Q&A」として解説し、さらに検査

実務の参考となる「検査室ノート」や関連知識を深めるた

めの「参考情報」も掲載しています。したがって、学校教

育の現場や臨地実習および新人教育のサブテキストとして

も十分に活用できます。 

本書が血液検査を学ぶ学生から臨床検査技師まで、多く

の方々に活用されることを願っています。 

※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。 
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（編集後記）これから冬に向かうと何かと贈り物を差し上げたり、頂いたりの機会が増えます。何かを頂くのは

とても嬉しいことです。医療に携わっていてよく「お世話をさせていただきます。」「検査をさせていただきま

す。」と言います。私たちの仕事はきっと患者さんが元気になっていく姿や笑顔になることを望み、喜びを与え

てもらっているのだと思います。「〇〇させていただく」は「〇〇してあげる」よりも自分に大きな贈り物をい

ただくことのような気がします。                               【中井】 

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。引越等で会員情報と住所が変わっている場合は事務局までご連

絡ください。 

 ご自宅住所や勤務先が変わった場合に会員専用ページから情報を変更することができます。変更の手続き
をされていませんと会誌「医学検査」や日臨技からのお知らせが届かなくなってしまいます。お手続きはお

早めにお願いします。会員専用ページで変更された場合は書面での提出は不要です。 

※振替口座を変更される場合は、「口座振替依頼書」を郵送でご提出ください。 

ここにカーソルを合わせますとさらにメ

ニューが表示されますので、【会員情報変

更】をクリックすると変更画面が開きます。 

※勤務先の施設番号がない場合は以下の手続きをお願いします。 

変更箇所の入力が済んだら をクリッ

クしてください。【会員情報確認】から変更

後の確認もできます。 

 当会ホームページのトップページ「入会・退会・会員情報変更」

より【施設登録用紙】と【会員異動届】をプリントアウトして必要

事項、変更箇所を記入して日臨技 事務局へご郵送ください。 

 施設登録は会員専用ページからはできません。お手数ですが書面

での提出をお願します。【会員異動届】と同時に提出することで施

設登録と同時に会員情報も変更されます。 

【会員情報変更画面】 


