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日臨技全国研修会「形態検査から診る臓器別疾患の解明」～ 開催地の北日本支部から ～
北日本支部長 伊藤 茂雄

日臨技の各地区割りは昨年の12月から

全国 7 支部の新体制に移行した。北海道

地区と東北地区も新たに北日本支部とし

て活動が始まり、5 月 12 日(土)に北海道

函館市にて開催された全国研修会は北日

本支部としては初めての研修会でした。

全国から多くの会員に参加して頂きまし

た。ありがとうございました。しかし募

集人数には至りませんでした。これは偏

に担当支部の支部長の不徳の致すところ

あります。東北各県からの参加が少ない

事からも明白でありますが、交通の便が

良くないとの会員からの声もありました

ので、今後の開催に役立てる意見とした

いと思っております。当日の函館は強風、

なんとか頑張って咲き残っている桜も一

気に舞い散って仕舞うかのようでした。

屋外の風は冷たく、北国の春はまだまだ

寒いと思っておりましたが、函館の市場

は観光客でとても賑やかで、どうしても

新鮮な魚介類に惹きつけられました。

研修会の準備、運営は担当の米坂副会

長を中心に学術部と北日本支部北海道の

皆様のご協力で進めて来ました。また米

坂副会長より北日本支部に講師のチャン

スを頂き、病理の細胞診と組織診の講師

を地元から選出しました。細胞診は盛岡

赤十字病院の浅沼匡介氏（岩臨技理事）、

組織診は札幌医科大学の東 恭悟 氏(日臨

技理事)で、共に地元を代表しての講演で、

地元開催に花を添えて頂きました。これ

は単に日臨技の開催県や支部に対する配

慮ではないと思いたい。全国研修会が各

支部を順繰りに回る事は各支部や地方で

の若い人材発掘に一役買う事にならなけ

ればならないと思うからです。全国研修

会は元より支部研修会などでも若い技師

が伯楽の一顧を得られるように、また優

秀な技師を探し出す事を忘れないように

したいものである。今回は特に米坂副会

長の、この思いを強く感じ取れた研修会

でもあった。通例の2日間開催ではなく、

1 日開催であった事がとても残念でした。

帰路はＪＲ北海道の心地よく良く揺れ

る特急白鳥に乗車、今後の北日本支部の

研修会はとてつもなく広大な土地で開催

しなければならない事を杞憂しながら、

近い将来に津軽海峡の海底トンネルを抜

ける北海道新幹線を夢見ながら深い眠り

に陥った。

研修会を担当して 道南臨床衛生検査技師会長 松田 直哉

平成 24 年 5 月 12 日（土）、北海道函館

市国際ホテルを会場として、平成24年度、 

日臨技全国研修会、「形態検査から診る臓

器別疾患の解明（第 1 弾 腎・泌尿器疾

患）」と題し、病理・細胞・血液・一般検

査から腎・泌尿器疾患へのアプローチを

勉強する研修会を開催いたしました。有

料会員 87 名と日臨技、北臨技、道南の役

員を含め 100 名強の参加を得ることがで

きました。想定していた参加人数よりは

少ない人数ではありました。

 講習会の意図としては、各分野から見

た検査データから臓器の疾患を推測する

という当に私たち臨床検査技師の原点を

顧みるものと思われました。昨今、専門

性が重要視され一つの視点からものを判

断する傾向が見られるように思います。

決して其れが悪いというのではないので

すがより質の高い検査技師として医療を

担うためにこの様な視点でのあり方も忘

れては成らないのではと考えさせられ意

義のある研修会でした。

 さて、この全国研修会を担当するに当

たり、私に依頼された仕事は大変に易し

いもので、会場の手配と会場費の交渉、

使用機器の調達、地区会会員の手伝いの

依頼です。講師依頼や、資料の作成など

重要な部分は日臨技の教育研修部で取り

計らっていただき、さほどの苦も無く準

備は終了いたしました。この様な全国研

修会を、北海道支部の一地区会で開催で

きたことは大変光栄に思っており、高田

会長・米坂副会長をはじめ関係各位の皆

様にお礼を申し上げます。今後もこの様

な取り組みが成される様祈念いたします。

研修会実務委員として参加して                           実務委員 谷口 薫

教育研修部員として最後の仕事となっ

た。会場準備のため、受付開始 1 時間前

に会場に入ったら、もう既に北海道の会

員の方たちが集まり始めていた。講師の

熱弁を支えるためにと、参加者の席を全

席指定席にしたこともあって、会場に空

席もなく理路整然と並んだ参加者の姿は、

講師に参加者のやる気を伝えることとな

り、熱気溢れた素晴らしい研修会となっ

た。研修会の最後の講座の途中で、何人

かの参加者の方が「帰る列車がなくなり

ますので」と会場を後にされた。

平成 24 年 5 月 11 日       平成 24 年度 全国研修会はじまる 
平成 24 年度の全国研修会がスタートした。今年度は、臨地実習指導者研修会を含めて、全国各地で開催する予定としている。
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研修会終了後に、及川北臨技会長と話

す機会があったので、北臨技における研

修会について尋ねてみた。「北海道は広い

ですから、1 日の研修会に参加するのに 3
日かけて参加される方もおられます」こ

の言葉に対して、日頃北海道の地図を見

て、北海道は広いとは思っていたけど、

北海道の 4 辺から中心地札幌まで何時間

かかるか考えたことはなかった自分に気

がついた。

私の住んでいる広島は大都会とは言え

ないが、広島の中心へは 1 時間もあれば

余裕を持って行くことができる恵まれた

地にある。同じ日臨技の会員で、同額の

会費を納めていながら、与えられている

機会は同じでも、機会を受けるために費

やす時間の差がここまで大きいことにつ

いて、この地に来るまで実感したことは

なかった。

翌日帰路の時間に余裕があったので、

函館駅から函館空港まで歩くことにした。

海岸線を歩きながら、後ろを振り返ると、

函館山が真っ青な空と岸に打ち寄せる白

い波に挟まれ、眩しい緑に浮き立ってい

た。石川啄木公園から海峡の向こうに見

える本州の山々を眺めていると、1799 年

に同郷の堀田仁助が江戸・蝦夷地間の航

路図「従江都至東海蝦夷地針路之図」を

制作するために、舟から同じ景色を眺め

ていたのかと思うと感慨深いものがあっ

た。この度の研修会に参加させていただ

き、大変有意義で得るものが沢山あり、

感謝申し上げる。

研修会に参加して                            倉敷成人病センター 天野 真依子

5 月 12 日、まだ桜の残る函館で開催さ

れた全国研修会に参加させていただきま

した。ホームページの研修会情報で「形

態検査から診る臓器別疾患の解明～病

理・細胞・血液・一般検査から腎・泌尿

器疾患へのアプローチ～」という内容を

見て、すぐに申し込みを決めました。

私の勤務する検査室ではローテーショ

ンが無いため他部署との関わりが少なく、

お互いの業務や担当外の項目について理

解できずにいる事が多くあります。1 人の

患者様から複数種類の検体をお預かりす

る事は日常的に行われていますが、種類

や検査内容が違っていても同じ患者様。

つい、固定した視野でしか物事を捉えな

い、そんな一方通行の日常業務になって

いるのではと考えさせられました。

また、検査と臨床的な事柄との関連性

を身に付けることで、思わぬ結果への対

応や検査の質の向上にも活かすことがで

きるのだと改めて感じました。

今回の研修会では新しい知識だけでな

く、これまでの業務に対する姿勢を見つ

め直す、きっかけを得ることができたと

思います。このような形の研修会を開催

していただき、誠にありがとうございま

した。思い出に残る 1 日となりました。

研修会に参加して                             静岡県立こども病院 髙木義弘

日臨技始まって以来とはびっくりであ

るが、臓器別に疾患から見た複数部門に

跨がる研修会との事で今回参加したので、

その感想と要望を書かせて頂きます。

名古屋第二赤十字病院の都築氏からの

「ホルマリン固定は、臓器にホルマリン

が浸透した後、固定される。過固定も問

題だが、近年の数時間で固定を終了させ

るというやり方には問題がある。最低で

も 6 時間以上ホルマリン固定する必要が

ある」との刺激的な発言から始まり、新

垣先生の診断治療、更に血液検査、一般

検査、細胞診検査、組織検査の立場から

ご講演がなされた。腎・泌尿器の疾患と

検査の関わりがこれ程あったのかと感じ

させられた研修会であった。

昨今ブームとなっているチーム医療に

参加していると、検査全般の知識を問わ

れることが多く、このような疾患別に検

査を理解していく必要性を切に感じてい

た。自分の専門分野の技術だけでなく、

この研修会のように疾患や臓器といった

視点からの検査技術も重要で有り、今回、

「第 1 弾」となっているので「第 2 弾」

以降も期待したい。

そこで要望であるが、今回の企画は日

臨技の部門・分野を意識した「形態検査

から」となっていたが、更に欲を言えば、

超音波検査や生化学検査等を含めた、言

い換えれば、「臓器別疾患から見た検査技

師に必要な検査技術・知識の研修会」を

検討して頂けないだろうか。

最近の検査技術は進歩も早く、専門学

会では深い内容のため理解出来ないとこ

ろも多々ある。今回の講師の方々のよう

に、専門でありながら総論に近い内容は、

大変理解しやすかった。新しいスタイル

の研修会との事であったので、そんな勝

手な思いをしながら、函館の夜景を空の

上から見ながら帰路につきました。

平成 24 年度 全国研修会＜予定＞ 

1) 形態検査から診る臓器別疾患の解明(第 1 弾－腎・泌尿器

疾患)～病理・細胞・血液・一般検査から腎・泌尿器疾患への

アプローチ～

開催日程：平成 24 年５月 12 日(土) 
場 所：函館国際ホテル(北海道)<済＞

2) 輸血療法における安全管理体制の強化～ 輸血療法におけ

る臨床検査技師の使命～輸血安全管理研修会

開催日程：平成 24 年７月 29 日(日) 
場  所：ラフレさいたま(埼玉県) 

3) 感染症対策に関する最近の話題と時間外の細菌検査～ 感

染症対策における臨床検査技師の使命～感染症に関する研修

会

開催日程：平成 24 年 9 月 1 日(土) 
場  所：しずぎんホール ユーフォニア(静岡県) 

4) 医療安全管理者研修会～ 医療安全管理者としての臨床検

査技師の役割 ～医療安全管理者研修会

開催日程：平成 24 年 11 月 10 日(土) 
場  所：TKP ガーデンシティ博多(福岡県) 

5) 臨床検査技師臨地実習指導者教育研修 ～ 有意義な臨地実

習とするための指導者の役割と指導ポイント ～

開催日程：平成 24 年 12 月 1 日(土)･2 日(日) 
開 催：広島市まちづくり市民交流プラザ(広島県)  

6) 臨床検査部門総合管理者研修会～ 臨床検査部門の管理・

運営のための指導者の役割と指導ポイント ～

開催日程：平成 25 年 2 月 2 日(土) 
開催場所：和歌山ビッグ愛 大ホール和歌山市(和歌山県) 

7) 輸血検査及び微生物検査の実技研修会

輸血及び微生物検査の基本的実技の研修会を、上記研修会の

伝達研修も含み開催予定。
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凶事の始まりか･･･？

皆さん、世紀の天体ショーご覧になり

ましたか？

私は、日食グラスを買い損ねたのでサ

ングラスの三段重ねで見ました。報道で

言っている通り、一つでは眩しかったで

す。二つで何とか見ることは出来ました

が、少し眩しい気がしたので、三段重ね

にして、見ている時にズレないよう 3 カ

所輪ゴムで止めました。

雲の合間に見える太陽はいつもと同じ

丸い輝きでしたが、なんとサングラス越

しに少し右上が欠けているのが見えるで

はありませんか。それからは、出勤の準

備をしながら、テレビと実際の太陽を見

比べて、感激、感激です。

半分くらい欠けてくると、周りがなん

となく暗くなったような気がしましたが、

空を見上げると雲が流れている所でした。

どちらが原因で暗くなったのか分かりま

せんが、私は日食のせいだとしました。

理由は、ありません。その方が魅力的だ

と思ったからです。

何しろ、そのまま見るといつもの丸い

太陽しか見えないのですから、もし雲が

無かったら、現代人でもなんだろうとび

っくりすると思います。金環日食になっ

た時は、周りの暗さに慣れたのか、逆に

明るくなってきたような気がしました。

そして昔の人が日食を悪魔や世紀末と思

った気持ちが分かりました。古代人は、

日食特に皆既日食の時には、神の怒りを

鎮めるために生贄を捧げたということで

す。

これ以上、天体ショーを見ていると遅

刻してしまうので出勤しましたが、その

途中、小学生や車を止めて見上げている

人、いつもいるご近所の散歩おばさん

等々、多くの人が空を見上げていました。

全国でどれだけの人が空を仰いでいたか

と思うと、ワクワクしながら出勤しまし

た。

それにしても気になるのが、金環日食

が見られる帯の中心線です。東南海地震

を中心とした「地震が起きる」と言われ

ている線と同じではありませんか。

昔、日食は天変地異の前触れだと信じ

られていたそうです。昨日まで当たり前

だと思っていた事が、本当に些細な事で

も明日覆っただけで、いつもと同じよう

に見えている太陽がいつもと違う顔した

だけの日食に結びつけてしまう。

自分の身の回りには，天変地異をはじ

め多くの災いが潜んでいます。そんな時、

人間は変な神頼みに走るそうです。「鰯の

頭も信心から」にならないように気を付

けましょう。

それにしても今日見た日食が、地震な

どの多くの凶事の始まりにならない事を

切に願う次第です。

【静岡県立こども病院 髙木義弘】

会報 JAMT の編集を終えて 

平成 22・23 年度の執行部による会報 JAMT の発行は今号をもって終了します。

平成 18 年度第 3 号から、従来の形体(A3 判両面)から小冊子形式へ変更し、更に全紙カラー化をおこないました。内容も、これ

からの技師会として必要な記事や社会情勢に必要な論説、あるいはテーマをもった各種シリーズを提供してきました。

 法人改革や組織の変更には“道州制”などから見た情勢、技師教育問題には“教育基本法の疑義”から、技師に問われている“検

査室の管理運営”や、それに必要な知識のシリーズを掲載しました。

平成 23 年度からは、会誌「医学検査」の発行回数が減ったことにより、会報 JAMT をホームページへ掲載することよりリアル

タイムの情報提供をおこないました。

会員の皆さんからは発行当時より種々のご意見をいただき、次第にその件数も増加してきましたが、中には、「忙しいのでこんな

に出されても見る暇がない。自分には必要ないので中止せよ」等との声も聞かれました。

逆に、「何故、もっと会員へ提供しないのか」等とのご意見もありましたが、会員が 5 万人いると 5 万の考えがあるため、それぞ

れに回答は出来ませんが、もっと大局を考えて欲しいと願うのみであります。

この会報 JAMT の情報提供は、量的にも内容的にもまだまだ不足の感は否めませんが、今後は、新執行部により、より的確で必

要な情報が更にリアルタイムに提供されるものと思っております。

今までご支援いただいた会員の方々へお礼申し上げますとともに、継続的に貴重な情報や論説をおこなっていただいた諸氏、ま

た、シリーズものに積極的に執筆していただいた諸氏へは心から感謝申し上げます。

皆さん、ありがとうございました。                                   【髙田鉃也】


