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深澤恵治 

P1～P2 平成30年度災害派遣技師研修会開催報告 

P2～P4 全国「検査と健康展」2018 各地からの報告 第３回 
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開催日：平成30年12月14日（金）・15（土） 

会場：日本臨床検査技師会館 ３階 

平成30年度 

平成30年度災害派遣技師研修会をテーマ「被災地で

の医療支援活動のために」として開催しました。今回

は日臨技の災害対策としての方向性なども提示しなが

ら、実際に発災直後に派遣される技師の取るべき行動

や心構えなどの内容をを盛り込みました。具体的な開

催内容（敬称略）は以下の通りです。 
 

 

講義１：災害医療概論（支援として） 

講師：厚生労働省 DMAT事務局 

小井戸 雄一 

 災害時医療支援チームである厚生労働省

DMAT事務局にDMAT隊員教育でも指導されて

いる内容を基に災害医療、特に医療支援の

基本的な考え方についての講義を行ってい

ただきました。 
 

 

講義２：被災地内で医療活動を行うために必要なこと 

～ロジスティクスを中心に～ 

講師：神戸赤十字病院 検査部 

兵庫県災害医療コーディネーター  

安部 史生 

 発災時にはDMATをはじめ、日赤救護班、

HuMAなど多くの医療支援チームが現地で活

動しますが、当会が臨床検査技師を派遣し

た場合、このような支援チームと協働することとなり

ます。本講義では円滑な支援活動を実施するために不

可欠なロジスティクスの基本について講義していただ

きました。 

講義３：派遣準備から被災地入りまでに必要なこと 

講師：医療法人鉄蕉会亀田総合病院 DMAT 

太田 麻衣子 

 「発災時に医療者として何か支援をした

いと強い衝動が発生しても、無計画に被災

地支援に出発すべきではない」実際に災害

医療に赴く際に必要となる職場の業務調

整、各自が準備すべき携行資機材、情報収集および移

動手段の確保などについて学ぶ講義でした。 
 
 

実習：発災時の机上シミュレーョン 

～ 参集から被災地活動まで～ 

講師：日臨技災害対策WG委員 

当会が被災地支援のために会員の技師を派遣すると

の想定で、参集から被災地での活動までを机上シミュ

レーションしました。グループワーク形式を中心と

し、職場での業務調整は可能か、被災地の情報収集は

可能か、移動手段の確保は可能か、被災地ではどこの

指揮下に入るべきか、他団体との協働は可能か、具体

的な支援策の策定などについて、災害対策WG委員が

ファシリテーターとなり、起こりうる想定事項を付与

しながら、ディスカッションを通して学びました。 

 

今回の研修会では実際の災害が起きた時に臨床検査

技師としてではなく、一人の医療人として災害対策に

携わる人材の育成や考え方を伝授する研修会となりま

した。このような研修会を来年度以降も継続して開催

し、やがては日臨技（都道府県技師会）として災害対

策チームを組織し、来るべき災害への備えを行って行

きたいと思っています。 

（担当執行理事 深澤 恵治） 

次ページでは受講者からの感想をご紹介します。 
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広瀬逸子（鈴鹿回生病院） 

 災害派遣技師研修会に参加しました。 

 １日目は災害医療概論・被災地内で医療活動を行う

ために必要なこと・国際医療技術財団の活動紹介・派

遣準備から被災地入りまでに必要なことの講義を受け

ました。今まで災害について深く考えたこともない私

にとって、こんなにも中身が濃く検査技師に役割があ

ることが驚きでした。特に心に残った話は「災害医療

従事者に主役はいらない!!」という言葉でした。検査

技師だから検査をしに来たではなく、例えばDVTを予

測し予防・啓蒙したり感染徴候のある人を隔離したり

と、知識を発揮する場所なんだと思いました。 

 ２日目は発災時のシュミレーションでした。要請が

かかったらまず何をするのか、実際現地に行ってから

やるべきこと、考えるべきことを学びました。被災者

を相手にすることは接遇がとても大事で、いつものよ

うな対応が悪影響を及ぼすことも改めて考えさせられ

ました。 

 災害はいつ起こるかわかりません。そういう状況に

あったときにすぐ行動できるよう、一体となり理解し

準備することが一番の課題だと思いました。 

田盛 仁（沖縄県立中部病院） 

 私は今まで、被災地で技師が活動できる場は限られ

ていると思っていましたが、研修を受けこの認識が間

違っていたことに気付きました。 

座学では、災害医療概論、被災地で活動する際の心

得、実際の活動内容などを教授していただきました。

また、グループワークでは発災を想定し、活動準備や

現地での行動をクイズ形式で討論しながらシミュレー

ションを行いました。 

災害医療の現場で付加価値のある検査技師になるに

は「検査技師だからこの検査しかできない」ではなく

「医療人としてできることは何か、その上で検査技師

として貢献できることは何か」という意識を持つこと

が大切だと学びました。また、多職種連携の重要性が

増している今日、瞬時に多職種とのコミュニケーショ

ン・行動、医学的知識が求められる災害医療には、今

後の検査技師のあり方が濃縮されているようで、災害

医療の難しさや奥深さを感じました。さらに研鑽し、

災害時の一助となる検査技師を目指します。 

10月 27日（土）に和

歌山県JAビルにて「検

査と健康展」和歌山会

場を開催しました。 

医療セミナーは講演内容を「あなたの骨は大丈

夫？」とし、70歳代を中心に約70人の参加者がありま

した。 

また、臨床検査を広く知ってもらうために、擬似尿

を使った尿定性検査の体験、顕微鏡での細胞診や血液

細胞の観察、乳がん模型での触診体験、展示物やパン

フレットを使っての臨床検査全般の説明を行いまし

た。 

展示会場や医療セミナーの参加者に「来てよかった

わ」「どこにでもある健康フェアとは違って勉強でき

てよかった。来年も来ます」「もっと臨床検査の講演

を行い、広く広報したらどうですか」という感想をい

ただきました。この応援の声をもとに、今後も検査と

健康について深く学べる検査展を目指していきたいと

思います。 

（和歌山県臨床検査技師会 脇村 小津江）  

 静岡県臨床衛生検査

技師会では、11月３日

（土）静岡市清水区の

エスパルスドリームプ

ラザにて「検査と健康展」を開催しました。 

 小雨が降る中の少々不安なスタートでしたが、

1,000名を超える来場者に恵まれ、老若男女問わず健

康への関心の高さが伺えました。来場者は、各体験

ブースで自身の健康に向き合い、真剣な眼差しで検査

説明を聞いてくださり、我々も来場者との会話や相談

から多岐にわたる検査の知識を持って接することの重

要性を再認識しました。  

 医師相談ブースでは、静岡県立総合病院 竹内泰代

先生にお越しいただき、来場者の検査結果説明から健

康アドバイスも行っていただきました。 

 本イベントを通して、臨床検査技師の重要性を十分

に伝えることができたと感じています。 

（静岡県臨床衛生検査技師会 坂根 潤一）  
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 11月３日（土）イオンモール

甲府昭和店３階イオンホールに

て「検査と健康展」を開催しま

した。国民の健康づくりや生活

習慣病の早期発見のために、定

期的な健康診断の重要性、臨床

検査の正しい知識の普及・啓発のため「いきいき健康

展」と10月の乳がん予防月間に併せて「2018年乳がん

早期発見予防キャンペーン」を行いました。 

 「いきいき健康展」では110名が検査をし、内40名

が検査専門医による健康相談を受けました。また、検

査説明ができる検査技師として若手技師10名が検査専

門医の相談に立ち会い真剣な眼差しで学ぶことができ

ました。 

 「2018年乳がん早期発見予防キャンペーン」では、

診療放射線技師会と協力しホール内に啓発パネルや乳

がんに関する統計データ等を掲示し、超音波研究班に

よるエコー検査機器による乳腺の画像デモ、病理細胞

診研究班による乳がん細胞の顕微鏡による観察や解説

を行いました。また、保健師による乳房模型を用いた

自己検診法の実技指導も実施しました。 

本年も多くの県民の皆様にご参加いただき、臨床検

査技師の認知度向上に繋がり、今後も公益事業として

継続していきたいと感じました。 

最後にご協力いただいた、山梨県・臨床検査専門医

会・山梨県診療放射線技師会・（公社）山梨県健康管

理事業団・各社メーカーおよび関係団体に深く感謝い

たします。 

（山梨県臨床検査技師会 小川 賢二）  

平成 30年 11 月３日

（土）晴天の長居公園

自由広場にて「検査と

健康展」in大阪を開催

しました。臨床検査体験コーナーでは、非侵襲的ヘモ

グロビン測定・AGE[細胞年齢]測定 (各340名) 、物忘

れチェック (156名) を実施。臨床検査相談コーナー

には156名の参加があり、臨床検査展示コーナーでは

認知症関連等のパネルを展示するとともに、臨床検査

関連リーフレット及びメタボメジャーを配布 (512名

分) しました。 

また、当日はMBSラジオ秋まつり2018も開催されて

おり、当会は「大阪府臨床検査技師会プレゼンツ 検

査と健康 ミニステージ」と題して参加しました。ス

テージでは当会の手話講演会講師である徳永京子さん

に「サインダンス」を披露していただいた後、高田副

会長と上田理事が臨床検査について市民の皆様にア

ピールしました。 

（大阪府臨床検査技師会 清水 隆之）  

 今回で「検査と健康

展」も６回目を迎え、

市民の皆様に「来年は

いつ？」「場所は？」

と聞かれることも多く、“恒例の”「検査と健康展」

になりつつあります。 

例年人気の高い頸動脈エコー検査は、約200名の方

に受診していただきました。また、肺機能検査、骨密

度、血糖自己測定、相談コーナー、顕微鏡体験はすっ

かりおなじみとなり、来場者が途切れることなくにぎ

わいました。今回新規に取り入れたINBODY・脳年齢検

査も物珍しさも手伝って、多くの方に好評でした。 

来場者は約300名の盛況で、現在の会場が手狭に

なった感もあります。初回の来場者集めの苦労や、手

さぐりでのイベント立ち上げの様子を聞くたびに、臨

床検査技師会の団結力、会員の真摯な活動に勇気づけ

られます。今後も会員の協力を得ながら、多くの皆様

に親しんでいただける「検査と健康展」にしていきた

いと思います。 

（鹿児島県臨床検査技師会 小野 三智男）  

 栃木県臨床検査技師

会では、11月4日（日）

宇都宮ろまんちっく村

にて「検査と健康展」

を開催し、午前の部10時から12時、午後の部13時から

15時の２部構成で228名の来場者がありました。 

 血管測定195名、簡易血糖測定154名、骨密度測定

144名、肺機能測定115名、物忘れ相談プログラム55名

の申し込みがあり、理事、第一支部会員、栃木県立衛

生福祉学校の生徒など合計63名の協力により検査と結

果の説明を行いました。また、19名が医師による健康

相談を受けました。 

検査を実際に体験してもらい、参加者へ臨床検査の

啓蒙、健康意識を高めることができたと感じておりま

す。 

 健康相談にご尽力いただきました自治医科大学附属

病院 山田俊之先生、鯉渕晴美先生また、検査機器の

借用および立ち合いにご支援いただいたアズサイエン

ス様、アボットジャパン様、オリンパス様、キャノン

様、日本光電様、フクダ電子様、ライフスキャン 

ジャパン様に感謝申し上げます。 

（栃木県臨床検査技師会 篠江 秀典） 
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（編集後記）「平成」最後のお正月皆様いかがお過ごしだったでしょうか。初詣に行かれた方も多いと思います

が、西日本、特に福岡県と中国地方の一部の地域は、初詣は三社(先祖代々の守護神である氏神さま、生まれた場所

の守護神の産土神さま、現在住んでいる所の鎮守神さま)参りをする風習があるそうですよ。皆様にとって良い年で

ありますように。 

 さて、本号では災害派遣技師研修会開催報告が掲載されています。「備えあれば憂いなし」のことわざ通り、災

害対策の一つとして災害対策に携わる人材を育成し災害に備えることは重要です。ただし、今年は災害が起こらな

い年でありますようにと願うばかりです 。                            (宮川) 

 山形県では「検査と

健 康 展」を 11 月 ４ 日

（日）にイオンモール

天童で開催しました。  

 会場は全てのパネルを展示できるほど広く、多くの

資料も持ち帰っていただき、日臨技のパンフレットも

全て配ることができました。顕微鏡標本で血液標本な

どを多くの方に見ていただいた他、認知症の物忘れ相

談プログラムも好評でした。手洗い体験は今年も小学

生を中心に体験していただき、手洗いの重要さを感じ

ていただきました。また、100名以上の方に実施した

骨密度測定の結果をもとに検査説明を行い、検査説

明・相談のできる臨床検査技師育成講習会の効果を確

認する機会にもなりました。 

 臨床検査技師の仕事を紹介するDVDを熱心に見る高

校生もいて12月に開催する山形県技師会の学生ガイダ

ンスにも是非参加したいとのことでした。 

 臨床検査技師の仕事内容や検査について説明し、

我々の仕事を一般市民の方に知らせるよい機会になり

ました。  

（山形県臨床検査技師会 高橋 勝也）  

今年は人通りの良い商

業施設で開催することが

でき、例年は検査にばか

り人が集中していました

が、今年はいつもと様子が異なり、顕微鏡による血液

細胞の観察や採血体験にも人の流れができ大盛況でし

た（来場者：239名）。毎年ご協力いただくスタッフ

の皆さんにも積極性が増してきており、楽しそうでし

た。今年は小中高校生に臨床検査技師という医療職を

十分にアピールできたと思います。 

（鳥取県臨床検査技師会 下廣 寿） 

 岡山県臨床検査技師会

では11月４日（日）岡山コ

ンベンションセンターに

て、「健康と臨床検査展」を開催しました。血管年齢等

の無料検査や、臨床検査体験、大学説明コーナーに371

名の方々が来場され、どのコーナーも大盛況でした。54

名のスタッフの丁寧な対応に大変喜んでいただけまし

た。また、ラジオの生放送もあり、スタッフがゲストと

して呼ばれ「臨床検査」「臨床検査技師」について多く

の方々に知っていただくことができました。 

（岡山県臨床検査技師会  渡部 俊幸） 

 11月４日（日）徳島県

ふれあい健康館におい

て、「検査と健康展」を

開催しました。 

 １Fメインホールの一

角にブースを構え、来場者の皆様に対し、臨床検査に

関するリーフレットの配布を行いました。300部以上

用意しましたが、予定終了時間よりも早く配り終え、

臨床検査に関する認知度の向上と配布場所の重要さを

感じました。２Fでは、血糖、ヘモグロビンA1c、頸動

脈エコーといった検査の他、身体計測、老化・脳機能

のチェックなど様々なブースに大勢の人が訪れていま

した。 

 最終的な来場者数は500名を超え、検査と健康への

関心の高さを再認識できたイベントとなりました。 

（徳島県臨床検査技師会 三好 雅士）  

1月 10日（土）・11日

（日）、ヤ マ ダ 電 機

LABI1 LIFE SELECT 高崎

イベントホールにて「検

査と健康展」を開催し、約280名の々のご来場をいた

だきました。「健康展」では骨年齢、肺年齢の測定、

物忘れ相談プログラム、検査説明、検査医による健康

相談を実施し、「検査展」ではパネル展示のほか顕微

鏡を使ったがん細胞・血液・細菌の観察、超音波透

視・血液型、尿糖測定の模擬体験、分子拡散の原理の

７ブースを設置し、小さい子供から大人まで幅広い世

代の方が体験されました。また、県内２つの大学によ

る進路ガイダンスを開催し、学校紹介や進路相談を行

いました。 

来場者からは「検査のことが分かった」「興味深

かった」「また参加したい」等好評でした。今後も臨

床検査技師の仕事に興味を持ってもらえるような企画

を増やしていければと思います。 

（群馬県臨床検査技師会 関根 美智子） 


