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～日臨技の課題とプロジェクトマネジメントについて学ぶ～ 
担当執行理事 上原 昭浩 

 少子高齢化社会の進展や疾病構造の変化など、医療情勢

が大きく変化する中で保健・医療・介護分野において臨

床検査技師の果たす役割はますます重要なものになって

います。このような時代背景を受け、日臨技では組織強

化の一つとして日臨技や都道府県技師会の活動目的を理

解し、会の活動を牽引していく次世代のリーダー育成が

不可欠となっており、昨年度から研修会を実施していま

す。 

 今年度は10月24日～25日の２日間に渡って、晴海のホ

テルに全国都道府県から推薦をいただいた40名の会員が

集結し、日臨技が進める第４次マスタープランを中心と

した事業内容や、各種事業(プロジェクト)を成功させる

ために必要なマネジメント能力について学んでいただき

ました。 
 

 研修会は、宮島会長の「社会情勢と次世代のリーダー

に求めるもの」と題した講演に始まり、日臨技執行理事

がそれぞれの立場から日臨技事業の目的や課題について

説明を行いました。その後、これからの医療業界を支え

る方々に知ってほしい「プロジェクトマネジメント能

力」について外部講師に講義をお願いしました。 

 講義では、経営環境の劇的な変化がおきている医療業

界の現状と業界の特殊性や病院が抱えるこれからの課題

について具体的な事例を示していただきながら学び、さ

らに、限られた期限内に、与えられた課題解決を行うた

めに必要なマネジメントの留意点と作業の系統化・可視

化に関する手法について説明を受けました。 
 

 講義後、参加者

はグループに分か

れ、日臨技のマス

タープランに沿っ

た６つテーマにつ

いて、これまでに

ない斬新な企画案

を盛り込むととも

に、具体的な準備スケジュールプランを提示し、プレゼ

ンテーションデータを作成、発表するという、チーム別

ケーススタディーに取り組んでいいただきました。グ

ループワークは懇親会後の後も再び継続して行われ、23

1.プロジェクトマネジメントとは 
 プロジェクトを期限までに成功裏に完了させることを

目指して行われるマネジメントのこと。技師会事業の中・

長期計画、学会運営、検査と健康展などもプロジェクトに

該当する。プロジェクトの活動は計画立案、日程表の作成

及び進捗管理が含まれる。 
 

2.リーダーとしてプロジェクトを成功させるための

ポイント(抜粋) 
 

①プロジェクトの成果（目標達成イメージ）を明確に設定

すること 

・成果の成功と失敗の基準を設定し、最終ゴールを明確に

すること 

・プロジェクトにとって顧客はだれかを明確にし、顧客の

要求を聞くこと 

・プロジェクトメンバーの要求を聞くこと 
 

②仕事を設計すること 

・プロジェクト達成までに必要な作業をブロックに分解し

て考えること。 

・必要な作業のフロー図（工程表）を作成すること 

・フローに沿ったスケジュールを立てること 
 

③実行に移したら、進捗管理をすること 

・適切なタイミングで進捗についてチェックを行うこと 

・計画通りの成果が挙がっていない場合は対策・計画の見

直しを行うこと 

 

「プロジェクトマネジメント」に関する書籍は数多く販売

されていますので、興味のあるかたは是非ご一読いただけ

ればと思います。 

23時過ぎに全体会は解散としましたが、その後も深夜ま 

意見交換を行っていたグループも複数ありました。 
 

 参加者からは、「課題解決の手法が学べた。」「リー

ダーとしての求められるものを得ることができた。」

「日臨技事業の重要性が判った。」など、きついながら

も有意義な研修であったとのご意見をいただきました。

短時間での研修ではありましたが、皆様には多くのこと

を学んでいただけたと思います。参加した皆様の意見を

もとに、来年度は更に充実した研修会にしたいと考えて

います。 
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平成27年度 第１回高度先端的医学セミナー 

 高度先端的医学セミナーの目的は，日臨技が学術団

体として専門性の維持向上と教育を目的とした学術研

修を行なうことで、近代医学への対応もさることなが

ら、社会に貢献することができる臨床検査技師を育て

ることです。 

 平成27年度第１回高度先端的医学セミナーは，日臨

技学術企画委員会の主催で10月24日（土）に日臨技館

３Ｆ会議室にて開催され，参加人数は60名募集でキャ

ンセルを除く57名でした． 

 今回は生理検査部門が担当し，「最新の移植医療に

関するセミナー」の研修会名で、テーマを「生体、心

停止、脳死など移植医療に関わる臨床検査を理解す

る」とし、生理検査だけでなく検体検査も含めまし

た。  

 さて、近年、日本でも移植医療は確実な発展を遂げ

つつあります。そして移植を行うには、当然のことな

がら免疫や感染症および薬剤関連に関する臨床検査、

さらに生理学的検査は重要であり、臨床検査技師が関

与する分野は大きく広がっております。また，移植医

療は脳死下や心停止下を中心に国が率先して推進して

いる事業であり、臨床検査技師として確実な知識を

もって支援すべく、最新の情報を取り入れることとし

ました。 

 講師陣は第一線で活躍されている医師、コーディ

ネーター、臨床検査技師にお願いしました。内容とし

ては、①「日本の移植医療～脳死および心停止の臓器

提供を中心に～」を公益社団法人日本臓器移植ネット

ワークの芦刈淳太郎氏、②「法的脳死判定脳波検査の

実際～成人の判定と小児判定の問題点～」を大垣市民

病院の石郷景子技師、③「移植医療におけるHLA検査

と感染症検査の重要性」を福岡赤十字病院の橋口裕樹

技師、④「脳死判定と臨床検査～そのとき、どうす

る。困ったときの対処方法～ 」を船橋市立船橋医療

センターの唐澤秀治医師に移植医療の流れから対処法

までを講義とディスカッション方式で行いました。質

疑応答はそれぞれの講義において活発に行われ、この

研修会を行った意義は十分であったと思われます。さ

らにこの研修会での最大の収穫は９月に厚生労働省か

ら出されたばかりの法的脳死判定におけるガイドライ

ンの変更箇所を参加者に最新情報として伝えられ、そ

のことについて十分に議論できたことです。そのガイ

ドラインの変更とは、臓器提供に関わる項目の「平坦

脳波」についてです。   

 現行では「脳死とされうる状態にあるとの判断」の

脳波検査は法的脳死判定に準じた検査方法とされてい

ました。しかし、おそらく時間的な問題であろうと推

測されますが、検査方法を各臓器提供施設に一任し、

一般の脳死判定と同様でもよいと大きく緩和されまし

た。これまでの判定脳波検査では、この段階で高感度

脳波をクリアして本番に入る状態を作るので、ある程

度スムースに行われていたと思われますが、改正法で

は本番で大きな問題となるケースが出てこないとも限

らないと考えます。 

 日臨技としては改正法ではなく、現行法を推挙する

ようにすることなど、きちんとした方向性を全国に示

すチャンスも与えられた実りのある研修会でした。 

 また、受講者は１日という長時間でしたが、真剣に

聴講し、ポイントとなる口述や指摘にはペンを走らせ

ていました。アンケートでは，ほぼ満足のいく研修会

であるとの結果であり、企画としては成功であったの

ではないかと思います。 

 今回、この企画を行ったひとつの目的は、法的脳死

判定が始まってから10年が経過し、移植医療がこれか

ら発展する流れに対して、ローテーションや定年など

による世代交代にも対応するという意図がありまし

た。このような永久的な検査は継続して行っていく必

要があり、今後も機会があれば会員の皆様に情報を提

供して参る所存です。 
 

 最後に、全国からお集まりいただいた会員の皆様に

心から感謝申し上げて、この稿を終えたいと存じま

す。 

(学術企画委員 高橋 修) 

～研修会風景～ 

講義の様子 

グループに分かれディ

スカッションを数回

行った 

グループの代表者による

発表 
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■認知症領域への進出  

第２回 

 各分野の職域拡大に関する日臨技の取り組みをシリーズでご紹介します。 

１．認知症疾患医療センターにおける検査部門の

あり方に関する現況調査 

 厚生労働省は全国で認知症を患う人の数は、2012年の時点で全国に約462万人と推計されており、2025年には700万

人を超えるとの推計値を発表しました。今後、約10年で1.5倍にも増える見通しであり、65歳以上の高齢者のうち、

予備群を含めると約４人に１人が認知症を患うとの計算となっています。 

 厚生労働省は同予測を踏まえて、診療体制の整備は喫緊の課題とし、認知症対策のための国家戦略（新オレンジプ

ラン）を国家プロジェクトとして本年初に発表しました。認知症への対応は高齢化社会が進む先進各国に共通する課

題でもあり、さまざまなアプローチから課題の解決が模索されています。 

 わが国の2025年に向けたロードマップでは、七つの柱の一つとして、「認知症の予防法、診断法、治療法、リハビ

リテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及」を掲げています。 

 臨床検査技師も従前の検体検査や生理検査の専門家として、チーム医療の立場からこの領域における積極的な取組

が求められています。日臨技はこれらの背景のもと、認知症領域へ向けた新たな取り組みを始動しました。臨床検査

技師は、医療人の使命として、また、チーム医療の一員として、この課題を直視していく必要があります。 

（担当執行理事：丸田秀夫 事務局：政策調査課 板橋匠美）  

 厚生労働省が全国で整備を進めている「認知症疾患医

療センター」は現在約300あり、2017年度末に約500ヵ

所に拡大を予定されています。各センターへ認知症領

域における検査体制の整備が求められていますが、セ

ンターの人員配置の要件には臨床検査技師は記載され

ていません。 

 これら施設のうち日臨技会員が在籍する206施設（日

臨技会員約3400名）の検査部門責任者へ本年10月後半

に、認知症疾患医療センターにおける検査部門のあり

方に関する現状調査を行いました。 

 今後各地域で推進される同センターの整備計画に臨床

検査技師の活躍の場を確保するうえで、調査・分析を

行います。 

「認知症疾患医療センター」とは？ 
 

 

 都道府県が指定する医療機関内の部門のことで

す。「認知症の鑑別診断、身体合併症と行動・心

理症状への対応、専門医療相談等を実施するとと

もに、地域の保健医療・介護関係者等との連携の

推進、人材の育成等を行うことにより、認知症の

人とその家族が地域で安心して生活できるよう、

地域における支援体制を構築」（東京都の例）す

ることが目的となります。東京都でいえば、平成

24年度に指定した「地域拠点型」認知症疾患医療

センター12病院と、新たに本年８月に指定した

「地域連携型」認知症疾患医療センター29医療機

関の合計41医療機関において、認知症の専門医療

相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状へ

の対応、地域連携の推進等を実施して、認知症の

人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを進

めていくとされています。 

２．先駆的チーム医療実践講習会の開催 

 平成28年１月10日（日）に「平成27年度 先駆的チーム医

療実践講習会～国家プロジェクトとしての認知症領域への

対応～」を開催いたします。本講習会は我が国における認

知症疾患の現状ならび今後の対応についての基本的な事項

を理解するとともに、認知症領域での臨床検査の重要性と

役割について認識を深めることを目的として開催いたしま

す。 

 内容としては、厚生労働省老健局高齢者支援課の新美芳

樹 認知症対策専門官による「認知症対策の国家戦略「新オ

レンジプラン」」から始まり、日本認知症予防学会 浦上 

克哉理事長による「認知症を理解するために」、中部大学

臨床検査技術教育・実習センター 野田明子 教授による

「認知症診療における臨床検査技師の関わり」、さらには

同一施設内の医療連携を知る企画として、川瀬神経内科ク

リニックの医師、看護師、認知症予防専門士からの「認知

症診療の実際」、前述の日臨技が現状調査した認知症疾患

医療センターにおける検査部門のあり方に関する現況調査

結果を用いての総合討論など、盛りだくさんの内容で実施

します。 

 本講習会の参加者募集においては、全国各地から広く参

加をして頂き全国展開の足掛かりとしたく、会員への公募

前に各都道府県技師会推薦を優先した「先行募集」を行う

ことといたしました。 

平成27年度 先駆的チーム医療実践講習会 

～国家プロジェクトとしての認知症領域への対応～ 

目 的 ：我が国における認知症疾患の現状ならびに今後の対応につ

いての基本的な事項について理解をするとともに、認知症

領域での臨床検査の重要性と役割について認識を深める。 

会 期 ：平成28年１月10日（日）午前10時～午後５時05分 

申込締切：平成27年12月12日（土） 

募集人数：50人 

受 講 料：3,000円 

※定員に残数がありますので、参加希望者はホームページをご

確認いただき、申請をお願いいたします 。 



 ◆初めて国際学会を経験して◆ 
 

 今回、技師長の勧めでAAMLS 2015に参加させていただきま

した。ジョグジャカルタはイスラム教徒が大半を占める地域

で、ホテルの中庭にお祈りのスペースがあり、朝４時頃にはお

祈りの音が町中に響きわたり、印象的でした。 

 講演は英語で、内容を理解できない場面も多々ありました

が、どの国の方も一生懸命講演し聞き入っていました。ポス

ターは30題以上出されていて、私も細胞診で出させていただき

ました。病理・細胞診の分野はあまり盛んではないようです

が、熱心に読んでいただけて、大変嬉しく思いました。 

 インドネシアの方は皆さん気さくで、よく話しかけてくれま

した。私の拙い英会話では短い会話内容でも時間を要しました

が、一生懸命単語を並べて話すのはとても面白く、英会話力を

つけてもっと話したいという気持ちになりました。 

 初めて国際学会に参加させていただき、大変貴重な経験とな

りました。このような機会を与えてくださり、心より感謝申し

上げます。 

がん研有明病院 鈴木 奈緒子 

 ◆若手技師に期待◆ 
 

 近年、臨床検査技師の教育機関が、60％以上を４年制大学の

占め、大学院進学者も増加し優秀な技師たちが誕生している。

私が臨床検査技師として、病院勤務を始めた頃の人材とは大き

く異なっている。検査法、機器も通信方法も日進月歩であり、

社会的にも厚生省の方針に沿った病院経営が進められている。

その中で、検査業務の内容は、毎日のルーチン業務をこなして

いくことには変わりない。 
 

 今回のAAMLSに参加された若手の技師さんの優秀な発表を聞い

て、やはり指導される技師が優秀で、環境が重要だと感じた。

しかし、「百聞は一見にしかず。」、まずは一歩、前に進む気

持ちが大切、身を持って体験しよう、まだまだ自分の分からな

いこと、知らないことに挑戦しようと、若手の技師の皆さんか

ら送られた写真を見ながら思っている。 
 

独立行政法人 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 

 吉多 仁子 
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３．認定認知症領域検査技師 指定研修会の開催 

 平成28年２月20日（土）～21日（日）に「平成27年度 認

定認知症領域検査技師 第２回認定指定研修会」を開催いた

します。 

 当会では、認知症の発症予防（一次予防）、疾患の早期

発見・早期治療（二次予防）、疾患の再発予防・進行防止

（三次予防）までを視野に入れた社会的な要請に応えられ

る、一定規模の認知症領域検査技師の存在こそが重要と考

え、昨年よりこの領域の認定技師制度を立ち上げました。 

 本講習会はその第２回認定指定研修会として、「認知症

領域に関わる臨床検査、疾患、療養、ケアの基礎」をテー

マに開催いたします。 

 認定試験に必要な最低50単位に対し、この指定講習会の

受講で30単位が付与されます。他に日臨技認定センター主

催の認定資格を有する場合は20単位が付与されるため、当

年度内の受験も可能となっています。認知症領域への対応

においては、疾患に関わる多角的な理解と臨床検査全般に

おける知識が求められますが、認定資格取得後も、継続し

て学習、実践することによって、社会貢献につながるもの

と思われます。認定資格者同士が相互に交流し、啓発しあ

うこともきわめて重要です。  

平成27年度 認定認知症領域検査技師 第２回認定指定講習会 

～認知症関わる臨床検査、疾患、療養、ケアの基礎～ 

目 的 ：認定認知症領域検査技師資格取得・更新のための指

定講習（同認定制度における30単位相当） 

会 期 ：平成28年２月20日（土）午後12時30分～ 

     ２月21日（日）午後３時00分 

申込締切：平成28年２月５日（金） 

募集人数：100人 

受 講 料：10,000円 

※本講習会の参加希望者はホームページをご確認いただき、ぜ

ひ積極的に申請を検討されるようお願いいたします。 

なお、12月19日（土）に行われる本年度の認定試験には、

63名の受験が予定されています。全国の認知症疾患医療セ

ンター数を早期に超える認定資格者を輩出することで、こ

の領域への進出が評価されるとも思われますので、第２回

認定指定講習会も募集定員は100名に拡大させていただきま

した。 

 認知症疾患医療センターのある医療機関に所属する臨床

検査技師の方の受講も期待しております。 

アジア医学検査学会（AAMLS：Asia Association of Medical Laboratory Scientists）は、1997年に設立され、初代会長は当時の日

臨技 岩田進会長でした。活動としては、４年に１度の学会・学術大会の開催と各国会長の理事会、総会などを開催しております。 

 第４回AAMLS学会（シンガポール：2013年10月２日）の理事会において、４年に一度の学会はかなり間があくので、学会と学会の間の

２年目に、Science Conference を開催してはどうかという意見が出され、総会にて承認されました。そのため、本年10月２日(金)から

４日（日）の日程で、最初のAAMLS学会 Science Conferenceがインドネシアで開催されました。 

 当会から代表団を派遣することとして、松本が宮島会長代行として代表団長を務め、小松理事と、一般演題発表者を公募（日臨技半

額負担)し、５名（鈴木奈緒子技師、吉多仁子技師、猪俣啓子技師、石井脩平技師、仁珍技師）の発表者と合わせて合計７名が派遣団と

して参加しました。なお、一般参加の日本人として、信州大学の浦みどり技師、大雄会第二医科学研究所の菊池有純技師、シンガポー

ル在住の臼井真知子技師と極東製薬工業株式会社の今義拓氏も参加しました。小松理事には当会代表としての発表もしていただきまし

た。 

ジョグジャカルタ ・アジスチプト空港に到着した際には、松本のカバンが紛失するなどのハプニングもありましたが、無事カバンも

見つかり、AAMLS理事会に参加することができました。２日（金）には、プランバナン寺院群での歓迎夕食会が開かれ、日本人の参加者

が一緒になって楽しむことができました。また、インドネシアの方々からも大変歓迎され、一緒に写真を撮るなど皆さん大人気であり

ました。また、４日（日）には、光栄にも一般演題ポスター発表の中で、日本の石井脩平技師、菊池有純技師の２名がベストポスター

賞を受賞するとともに、無事国際交流を図り、５日（月）に帰国できました。 

参加されました皆様から感想の言葉をいただきましたので紹介いたします。 

副会長 松本 祐之  
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 ◆学会参加で感じたたくさんの刺激◆ 
 

 今回、海外の学会に参加するということでとても最初は緊張

しました。ポスター発表の準備を進めていく段階でも英語で原

稿を作成するにあたってとても不安でしたが、先生や先輩方の

サポートを受け、無事に発表してくることができました。普段

使い慣れている言葉でも、英語にすると表現方法が違ったり

と、とても勉強になることがたくさんありました。 

 国際学会ということもあり、他の国の方の検査室の現状や、

臨床検査技師の携わる分野の違いを学ぶこともできました。現

在、生理検査室に所属しているので、他の国の生理分野など

もっと交流できるように、自分自身の知識とコミュニケーショ

ンのための英語力も磨かなくてはいけないと感じました。 

 学会に参加することにより刺激をたくさん受け、とても有意

義なものになりました。 

がん研有明病院 任 珍 

 ◆See you next year in Kobe!◆ 
 

 アジアの10の国と地域（日本・韓国・台湾・香港・フィリ

ピン・タイ・マレーシア・インドネシア・シンガポール・ブ

ルネイ）のMedical Technologistが参加したAAMLS学会は、終

始和やかな雰囲気でした。会場では、共有データの有効活用

への取り組みを紹介した教育講演や、各国の技術者教育の現

状についてのシンポジウム、さらにポスター演題の中から口

演指定をうけた優秀演題の発表などが行われました。今回私

は、ポスター発表での参加でしたが、数分間のプレゼンテー

ションの機会を作っていただき、国際学会で発表する経験を

することができたのは、非常に幸運でした。 

 参加者は開催国のインドネシアの技術者が大半で、非常に

気さくな国民性を感じ、すれ違うたびに笑顔に出会い、休憩

のたびに写真撮影をする楽しい交流の場でもありました。ま

た、イスラム教信者の多い国のため、毎朝４時に始まるサ

ラート（礼拝）に少々寝不足の数日でしたが、これも国際学

会の良い思い出になりました。 

 小松理事が、シンポジウムの中で、来年神戸で開催予定の

IFBLS(国際臨床検査連盟)2016のプロモーションをされました

ので、私たちも、他国の方たちと写真撮影の後は、「See you 

next year in Kobe!」と声をかけ、韓国の方からは別れ際

に、「See you AAMLS 2017 in Busan!」と返され、次に楽し

みのつながる経験ができました。 
 

 医療法人福甲会 やましたクリニック 猪俣 啓子 

◆海外での学会発表という貴重な経験◆  
 

 日本臨床衛生検査技師会で、インドネシアのジョグジャカ

ルタで開催されるAAMLS Scientific Conferenceの発表者募集

があり、申し込みをしました。日本臨床衛生検査技師会の情

報は、一般会員である私達は、かなり頻繁にホームページを

確認しないと、このような素晴らしい企画を見逃してしまっ

たり、気が付いたときには期限が過ぎてしまったりというこ

とがあります。今回は技師長からの勧めにより、期限内に申

し込むことができました。普段、学会発表の準備は余裕を

もって行う私ですが、海外での発表は初めてであったという

のもあり、原稿やポスター作成の準備に予想していた以上の

時間がかかってしまいました。それに追い討ちをかけるかの

ように、ポスター発表だけでなく口演でも行うようにと、学

会開催の２〜３週間程前に学会から連絡を受け、改めてパ

ワーポイント作成や口演練習など、出発の前日まで慌ただし

く準備を行うことになりました。普段のペースを掴めないま

ま、初めての海外発表ということもあり、不安な気持ちで

いっぱいでした。出発日当日を迎え、集合場所の羽田空港で

他施設から参加された方々と初めて顔を合わせました。発表

分野は皆異なり専門的なことはわからない部分もありました

が、やる気に満ちた参加者の皆様の気持ちがひしひしと伝

わってきました。 

 ジョグジャカルタについたのは学会１日目で、その日の夜

は、プランバナン寺院の見える場所で行われたレセプション

パーティーに参加しました。学会の準備の疲れを忘れさせてく

れる楽しい一時を過ごすことができました。また、インドネシ

アをはじめアジアの方々はとても親しみやすい人ばかりで、プ

ライベートなツアーとは異なり、海外の同業者の方々との交流

は大変貴重な体験となりました。 

 学会２日目は、ポスター発表および口演をすることになって

いたため、朝から緊張し、発表が終わるまで落ち着かない状態

でした。発表の時間が近づくにつれ、徐々に緊張が高まりまし

たが、自分の発表の番になると自然と肩の力が抜け、なんとか

無事発表を終えることができました。海外の学会発表は初めて

で、何度も練習した成果ということもあり、発表が終わったと

きは、日本での学会発表とは違ったなんとも言えない達成感が

得られました。 

 学会３日目にポスター賞の発表がありました。５名の受賞者

のうちの１名となることができ、賞状と賞金を頂きました。今

まで賞をいただいたことがないのに、まして母国語ではない英

語の発表で賞を頂けるとは思ってもいなかったので、名前を呼

ばれたときは驚きに近い喜びでした。レセプションで知り合っ

たインドネシアの方々が、お祝いを言いに来てくださり、感激

しました。あっというまに過ぎた４泊５日でした。 

 日本臨床衛生検査技師会主催の今回のようなツアーは、海外

での発表を行ってみたいと考えていながら、一人で参加するの

は少々心細いと思う会員の方々にはお勧めの企画だと思いま

す。仲間との参加は心強く、日頃なかなか話す機会のない他施

設の先輩の皆様とも身近に話す機会を得ることができました。

また、現地の臨床検査技師との交流も滅多にできることではな

いので、とても新鮮で貴重な体験ができ有意義な時間でした。 

 海外で発表するという機会を得、毎日遅くまで実験したこ

と、英会話学校へ通ったことなどは、全て自分の財産となりま

した。しかしながら、最も重要なことは、山中factorという貴

重な試料を提供して下さった部長、研究デザインや英語のプレ

ゼンなどを指導下さった技師長、実験に対するスタッフの協力

は欠かせないものでありました。ポスター賞を頂けましたの

は、理解ある環境に恵まれた結果であると自覚しています。 

 最後に、今回の学会を通して、学会発表という機会だけでな

く、様々な人々との交流もでき、大変貴重な体験をさせていた

だき日本臨床衛生検査技師会の企画ならびに、大変お世話に

なった代表の松本副会長と親切にしてくださった参加者の皆様

に心よりお礼申し上げます。今回の体験を機に、国内のみなら

ず海外にも目を向けて、日本の臨床検査技師のグローバル化な

らびに、更なる向上に、日本の臨床検査技師の一人として微力

ながら頑張っていきたいと思います。 

がん研有明病院 石井 脩平 

石井脩平技師(左)と菊池有

純技師(右)が優秀ポスター

賞を受賞 

レセプションパーティーで

は現地の方や参加各国の

方々と楽しい時間を過ごし

ました。 
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◆新しい挑戦へ◆  
 

 この度、インドネシアで開催されたAAMLS（アジア医学検査学

会）2015に参加し、多くの刺激を受けて帰国いたしました。  

私は日本臨床検査技師会が募集していた学会参加ツアーに間に

合わず、抄録締め切り直前に個人として参加登録をしました。 

 インドネシアは初めて訪れる国でしたが、何とかなるかと物

価もよく把握せずに日本を飛び立ちました。ジャカルタから国

内線に乗り換えて約１時間、ジョグジャカルタ到着までの間、

隣の座席に座ったインドネシア人のご夫婦と仲良くなりまし

た。しかし、到着が近づくにつれある不安がよぎりました。

「空港からホテルまで、タクシーでいくらだろうか。」ご夫人

に聞いてみたところ、「10万ルピアもかからない程度、安いは

ずよ。」と笑顔で教えてくれました。が、ご夫人とは対称的に

私は凍りつきました。私のインドネシア通貨の所持金は5万ル

ピア、日本円でわずか500円ほどです。 

 海外渡航の経験は何度かありますが、さすがにこんな事態は

初めてです。夜の到着だったため安全を期して、空港からタク

シーで直接ホテルへ向かうつもりでしたが、さてどうしよう。

ご夫人に正直に話すと「大丈夫、大丈夫！」とまた笑顔。なぜ

大丈夫･･･？そして笑顔･･･？これぞ東南アジアのお国柄？？と

思いながら、私は一人お金対策を思案していました。しばらく

して飛行機が着陸すると、ご夫人がそっと10万ルピアを手渡し

てくれました。そして、日本人はぼられるからと、適正価格の

前払い制のタクシーを予約し、私が乗るところまで見送ってく

れたのです。 

 こんな明るく心優しい人がいるインドネシアが、すっかり気

に入ってしまいました。インドネシアはイスラム教徒人口が世

界最多の国として知られ、最近は世界中でイスラム過激派組織 

ISISの活動が目立ち、インドネシアも危険なイメージがあるか

もしれません。しかし、一般の人々はとても穏やかで、困って

いる人を助けたいという、イスラム教の教えに忠実な人たちで

す。 

 発表の朝、シャトルバスで乗り合わせたインドネシア人女性

は、学会スタッフの一員でした。私が日本から一人で来たこと

を知ると、私を見つけては「Midori、発表はどう？何か困って

ない？ご飯食べた？一緒に写真撮ろうよ」と帰り際まで気にか

けてくれた「インドネシアの母」でした。この学会で現地の人

は、皆笑顔で人懐っこい人達ばかりだったので、とても快適に

過ごすことが出来ました。 

 発表は、ポスターと口頭の両方を行いました。ポスター発表

は、審査員１名に対して個別に内容を説明しながら質問に答え

るという形式でした。この審査員はインドネシア人女性なので

すが、とても背が高く、スーツ姿にハイヒール、ヒジャーブ

（イスラム教徒のスカーフ）は被っておらず、他のインドネシ

ア人女性とは全く雰囲気の異なる方で、こちらの説明中も無闇

に相槌を打つことはなく、じっと目を見つめながら聞いている

ような、威厳の漂う女性でした。 

 暑い地域で冷や汗の出るようなポスター発表をなんとか切り

抜けたものの、直後の口頭発表には間に合わず、開始時刻を30

分遅らせての「臨機応変」なスタートとなりました。口頭発表

の会場では日臨技ツアーの方々や、個人でご参加された日本人

の方とお会いすることができ、非常に心強く、また緊張感も高 

ポスター発表会場

の様子 

まりました。比較的小さな会場で、パワーポイントを用い約 

10分間のプレゼンテーションを行いました。 

 発表のあとは、日本人の方々と夕食をご一緒させて頂きまし

た。個人参加にも拘らず、小松先生、松本副会長を始め、皆様

が快く仲間に入れて下さり、大人数で大変楽しいお食事会とな

りました。また、この学会にご参加されたモチベーションの高

い皆様とお話する機会を頂いたことは、非常に良い刺激となり

大きな収穫でした。 

 翌日は帰国の途につく日でしたが、この日も技師会の皆様と

お買い物に同行させていただき、３泊４日（１機内泊）の弾丸

出張の中で、学会の外に出て唯一「インドネシア」を感じるこ

との出来る時間となりました。街中は東南アジアらしく、暗黙

の交通ルール（？）で自動車やバイクが所狭しとスピードを上

げて走り去っていきます。YAMAHAやKawasakiなどの、比較的高

価で派手なバイクに乗っている人も多い印象で、経済力の高さ

を反映しているようでした。日曜日とあって、ショッピング

モールもかなりの人でしたが、接客態度は穏やかで客引きもな

く、マナーの良いお店が沢山ありました。異国の街並みを歩く

だけでも楽しいものですが、今回のショッピングモールは学会

会場から遠く、一人ではとても行けないような場所だったの

で、連れて行ってくださった日臨技ツアーの方々には本当に感

謝しています。 
 

 海外の学会に出てみたいけれど不安がある、という方は是非と

も日臨技主催の学会ツアーに参加されることをお勧めします。

初めての海外発表でも、楽しくスキルアップが可能だと思いま

すし、現地での安心感が違います。何よりも他施設の人達と知

り合えるチャンスがあります。たまには刺激を求めていつもの

検査室を飛び出すのも良いのではないでしょうか。 

 私はこの実り多き学会で、新しい挑戦への力がフツフツと湧

いてくるのを感じながら帰途につきました。この感覚を、来年

日本で開催される国際学会IFBLS KOBEでぶつけたいと思ってい

ます。そして、開催国の一員として、海外からの参加者をイン

ドネシア人のように笑顔で迎えたいと思います。 

 海外の臨床検査（Biomedical laboratory sciences）の学会

は、テーマとして病理学や細胞診、血液など検体検査に関する

発表が多くを占め、私の研究分野である臨床生理学の発表は殆

どありません。しかし、日本の臨床検査技師として、職域の広

さや専門分野の多さと、そのメリットを世界にアピール出来る

チャンスでもあり、この分野での研究成果の発信を続けていき

たいと思います。 
 

 最後になりましたが、現地で大変お世話になりました、日臨

技ツアーの皆様（小松先生と愉快な仲間たち！？）、並びに今

回の出張を快諾してくれた職場の皆に、この場をお借りして心

よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 
 

信州大学医学部附属病院 浦 みどり（一般参加） 

写真右から浦技師、石井技師、鈴木技師、仁技師、現地の女性、吉

多技師、猪俣技師、小松理事、松本副会長 



Vol.21No.23                  会報JAMT ホームページ掲載              平成27年12月1日号 

 

第50回九州支部医学検査学会報告 
九州支部長  佐藤 元恭 

 平成27年度日臨技九州支部医学検査学会（第50回記念

学会）は、一般社団法人鹿児島県臨床検査技師会担当

で、平成27年11月14日(土)～15日(日)の２日間にわた

り、九州の南玄関であり明治維新の引金となった西郷隆

盛終焉の地「城山」にある、城山観光ホテル(鹿児島市)

にて開催されました。学会初日の早朝に、震度４の地震

があり、学会開催中も数回の余震もありましたが、総勢

1023名（会員参加数686名）の参加で、盛会裏に終了す

ることができました。 

 学会のメインテー

マは「維新」、サブ

テーマとして「～こ

の50年、そしてこれ

から～」と題し、一

般演題 127題、教育

講 演 ２ 題、特 別 講

演、日臨技企画、第

50回記念企画、文化

講演、シンポジウム５部門、ランチョンセミナー９社、

メーカープレゼン２社が行われ、展示には45社（56小

間）の賛助会員のご協力を得る事が出来、幅広く盛りだ

くさんの内容で開催されました。また、展示コーナで

は、『中・高校生生ガイダンス』のブースが設けられ、

臨床検査技師の仕事を知っていただく企画も開催されま

した。日臨技企画では、「2025年に向けての”決断“とは

～検体採取の先にあるものは～」と題して、日臨技宮島喜

文会長に熱き思いをご講演いただきました。また、第50回

記念企画として、「未来に向けて50年から学ぶこと」と題

して、前日臨技副会長で現在は九州医学技術専門学校校長

であられる今村文章先生から、起（感謝）・承（立法化・

法改正）・転（反省と後悔）・結（苦尽甘来・希望）の

メッセージなどを交えてご講演いただきました。 

 今回の学会では、ホテル内で全ての発表、講演及び展示

が同一会場となっており、会員・賛助会員の方々との情報

交換の場として活用されました。情報交換会では、鹿児島

大学医学部の空手部による気迫溢れる演武で、会場が静ま

りかえりましたが、一転して、ご当地アイドルの若さあふ

れる歌と踊りで会場が一気に燃え上がり、参加者一同、桜

島の噴火のごとく大変盛り上がりました。また、最後は有

村義輝学会長より、自ら「西郷隆盛」に扮して鹿児島弁で

学会メインテーマである「維新」を語り、笑あり涙ありの

情報交換会でした。 

 本学会は、新しい臨床検査技師を見つめ直す機会とな

り、この鹿児島が情報発信の場となったと思われます。 

 最後に、本学会開催にご尽力頂いた有村義輝学会長をは

じめとした鹿児島県臨床検査技師会の実務委員・会員の

方々、ご参加頂いた会員の方々、賛助会員の皆様方には心

から敬意を表し、心より感謝申し上げます。 

九州支部医学検査学会（第５０回記念学会）を終えて 

 今回の学会は2日間にわたり1023名の参加者を得て、充実

した大会となりました。皆様方のお蔭で盛会裏に学会を執り

行うことができましたことを報告するとともに、こころより

お礼申し上げます。 

 ３年前の日臨技九州支部会議において、平成27年度九州学

会を担当する予定の佐賀県が同年に全国学会を開催するにあ

たり九州学会の開催担当は次の鹿児島県を繰り上げるとする

議案が提示され、鹿児島県が開催を承諾いたしました。帰鹿

後に、学会場を城山観光ホテルとする案が理事会にて承認さ

れ、会場が決定しました。その年の12月に準備委員会を立ち

上げ、実行委員長を西方副会長に委任しました。実行委員会

は13回開催しました。 

 次に今回の目玉である「支部学会Web抄録システム」の導

入に関してですが、これは日臨技の学会業務改革事業の一つ

で、全国支部学会において本学会を先行運用ケースとするこ

とが決定されました。初めてのシステムに対して、広報部で

は、まず日臨技学会運営システムの充分な理解習得に努める

ところから始まりました。更に、同様の内容をスマホ等でも

閲覧できるようにしました。また従来の紙ベースのプログラ

ム冊子も作成し、PCのホームページ・スマホ・冊子の３媒体

で閲覧内容に齟齬をきたさぬよう検証しました。 

 事務局・総務部においては裏方として各部を幅広く支え、

当日の受付業務は混乱もなくスムーズに行われました。ま

た、学会のメインである会場部においては各会場スタッフの

団結と協同により遅滞なく堅調に運営されました。PC部にお

いては初日の開始に不具合がありましたが迅速な対応がなさ

れました。展示・渉外部はメーカーさんとの打ち合わせを重

ね、搬入・搬出までスムーズに運行でき、メーカーさんから

お礼の言葉をいただきました。そして、懇親会部では、きめ

細かい薩摩の心意気で多くの皆様をおもてなししました。 

 西方実行委員をはじめ実行委員・実務委員、総勢137名の

鹿臨技スタッフに感謝します。ありがとうございました。 

 鹿児島県での次期開催は９年後になります。現在の執行部

のほとんどが退職していますが、執行部の責務として、今回

の教訓を活かして若手の理事育成に力を注ぎ次の学会運営に

つなげたいと考えています。 

 最後に、参加者の皆様をはじめ、日臨技、九州支部、鹿臨

技、各メーカー・代理店の皆様におかれましては学会開催へ

のご支援とご協力、誠にありがとうございました。皆様方の

今後のご活躍と益々の繁栄を祈念いたしまして、お礼のご挨

拶とさせていただきます。 

学会長 有村 義輝 
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（編集後記） 今年も12月になりました。あっという間のような気がします。年代によって時間の感覚が違い、研究

では動物の時間の感覚は身体のサイズによって変わるそうで「体重の1/4乗に比例」するそうです。また生きた時間の

比からも（５歳は１年が1/5、30歳は1/30の感覚）感じ方が違うという考え方もあるようです。残すところ平成27年も

あと１ヶ月です。やり残したことは無いですか。「やっておいてよかった。やっておけばよかった。」という言葉が

壁に飾られていました。                                     【中井】 

日臨技 研修会・講習会情報 
2015.12.1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年度先駆的チーム医療実践講習会 国家プロジェクトとしての認知症領域への対応 募集中！ 

平成27年度先駆的チーム医療実践講習会 病棟業務推進講習会 募集中！ 

平成27年度先駆的臨床検査技術研修会 第２回神経生理検査研修会 募集中！ 

平成27年度認定認知症領域検査技師 第２回認定指定講習会【30単位】 募集中！ 

◆平成27年度臨時総会を開催◆ 

開催日時 平成28年１月23日（土）午前10時～  開催会場 大森東急REIホテル ５階「フォレストルーム」 

議決権を有する正会員におかれましては以下のいずれかの方法により、議決権を行使していただき

ますようお願い申し上げます。 

※詳しい内容につきましては11月24日発送「平成27年臨時総会招集ご通知」をご覧ください。 

■当日出席できる方 ■当日出席できない方（①または②） 

議決権行使書（はがき）で出席を登録、または電磁

的方法で出席を登録 

※当日は本人確認のため会員証をご持参ください。 

①議案に対して事前に議決権を行使 

議決権行使書（はがき）で行使、または電磁的方法

で行使 

②代理人を指定して議決権行使を委任 

議決権行使書（はがき）で委任、または電磁的方法

で委任 

電磁的方法の利用を推奨しています。 

議決権行使書（はがき）に印刷された仮パス

ワードも利用できます。 

さらに、電磁的方法の登録完了画面からは、

「会員パスワードを忘れた方」が「会員パス

ワードを変更する」ことで簡単に会員パス

ワードを更新登録できます。 


