
＝ お知らせ ＝ 
 

2019年度 日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会  

令和元年11月30日（土）開催 ※会場：東京ビッグサイト 

事前参加申込受付を開始しました 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
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P1～P2 令和元年度 職能拡大推進事業診療情報管理士研修会開催報告 

P2～P3 令和元年度災害対応力向上研修会開催報告 

P4 令和元年度「認定臨床染色体遺伝子検査師」研修会開催報告 

P5 令和元年度認定一般検査技師育成研修会報告 

P6 第69回日本医学検査学会のお知らせ 
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令和元年度 職能拡大推進事業 

令和元年度職能拡大推進事業の一環として「診療情

報、医療情報の基礎知識・技術によるデータの活用・

医療への貢献」をテーマに令和元年９月15日（日）に

日本臨床検査技師会館において研修会を開催しまし

た。この講義は臨床検査技師の資格を持ちながら医療

情報を活用し、病院経営に参画するためのスキルとは

何か？に主眼に置き、内容を組み立てました。「基調

講演」には“他職種との連携に必要なコミュニケー

ション～検査室から飛び出して活躍するためのノンテ

クニカルスキル～”と題して医療法人福甲会やました

甲状腺病院 猪俣 啓子技師に講義いただきました。

「講演」は“検査室外の臨床検査技師が病院で出来る

こと”と題して株式会社麻生飯塚病院 古賀 秀信技

師に講義いただきました。「特別講演１」は“医療情

報分野で活躍する臨床検査技師”と題して京都府立医

科大学附属病院  木村 哲也技師、「特別講演２」は

“臨床検査のデータサイエンス～臨床検査データを利

用する上での現状・課題とその克服について～”と題

して九州大学病院 助教 瀬戸山 大樹氏に、「特別講

演」３は“臨床検査技師による病院経営参画～臨床検

査技師は病院経営に適しているのでは～”と題して国

家公務共済組合連合会 浜の町病院 経営戦略参与 大

石 潔氏にそれぞれ講義いただきました。朝から終了

時までの講義内容が充実しており、参加者一同、真剣

なまなざしで各先生方の講義を聴く姿が印象的でし

た。 

今年度のこの事業は、このテーマが最初の企画とな

り、今後CRC、PSG、糖尿病療養指導士の研修会を開催

して参りますので、是非ご期待ください。 

（専務理事 深澤 恵治） 

研修内容 
 

目的：少子高齢化、人口減少、医師の働き方改革による業務移管

（タスクシフティング）、チ ーム医療の促進、そして高度ICTや人

工知能等、臨床検査技師をとりまく外部環境が現在、急激に変化し

ている。検査室の中の臨床検査技師から、病院、ヘルスケアそして

地域における臨床検査技師へと脱皮することが求められる。そのよ

うな時代の状況を鑑みて、今回、診療情報・医療情報に焦点を当

て、実際に臨床検査業務以外に携わっている事例を紹介し、それら

の課題や必要なコンピテンシーについて学ぶことを目的とする。  
 

基調講演：他職種との連携に必要なコミュニケーション  
～検査室から飛び出して活躍するためのノンテクニカルスキル～  

医療法人福甲会 やました甲状腺病院 

診療技術部長 猪俣 啓子 
 

講演：検査室外の臨床検査技師が病院で出来ること  

～臨床検査技師の強みを活かした臨床研究支援～  

株式会社麻生 飯塚病院 臨床研究支援室 

副室長 古賀 秀信 
 

特別講演１：医療情報分野で活躍する臨床検査技師  

～高度IT化の時代を医療情報の知識と技術で挑む！～  

京都府立医科大学附属病院  

医療情報部 副部長 木村 哲也  
 

特別講演２：臨床検査のデータサイエンス  

～臨床検査データを利用する上での現状・課題と 

その克服に向けて～  

九州大学病院 助教 瀬戸山 大樹  
 

特別講演３：臨床検査技師の視点による病院経営参画  

～臨床検査技師は病院経営に適しているのでは～  

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院  

経営戦略参与 大石 潔 
 

（敬称略）  

 次ページに受講者からの感想をご紹介いたします。 

深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 
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令和元年９月16日（月・祝）に日本臨床検査技師会

館において令和元年度災害対応力向上研修会が開催さ

れました。本研修会は「あなたの検査室が被災した時

に取るべき行動を考える」をテーマに、自らの施設が

被災した時に臨床検査機能を維持または早期復旧する

ために必要な知識・技術を習得し、会員施設の臨床検

査部門における災害対応能力の向上を図り具体的なア

クションカードの作成を可能とするために企画したも

のです。 

講義は「災害医療概論」を澤畑 良一技師（藤沢市

民病院、日本DMATインストラクター）に、「発災時に

想定される状況変化」について安部 史生技師（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）に、「モデル・コア・アクションカードについ

て」を太田 麻衣子技師（亀田総合病院、日本DMATイ

ンストラクター）にそれぞれお願いしました。午後は

「【発災シュミレーション演習】アクションカード立

福重 翔太（社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院） 

 ９月15日に日本臨床検査技師会館で開催された職能

拡大推進事業に参加させていただきました。 

 臨床検査の枠組みを越えて様々な分野で活躍されて

いる先生方の講演を拝聴することができ、大変感銘を

受けました。病院内で最も多くの数値データを保有す

る臨床検査技師はデータを正確に出すことに成熟して

きた一方、データを解析し評価すること、そしてそれ

を伝えることに対して苦手意識を持っていたかもしれ

ません。本研修会ではそのような自らの殻を破り、検

査室外へ一歩踏み出す端緒となる知識やテクニックを

聞くことができました。 

 臨床検査技師がメディカルアナリストとして医療業

界の管制官となるためには、問題解決のためのノンク

リティカルスキル、臨床検査データ分析・評価を行う

技術、ニーズに合わせたシステムを構築する柔軟性な

ど多岐にわたっており、物事に対する興味や探究心を

大切にしていかなければならないと感じました。 

小川 和子（県立広島病院） 

日々報告している検査データの活用方法の習得の

ため研修会に参加しました。臨床検査技師は自身の強

みである、数字に強いこと、データの生成過程の理解

を生かして、医療情報の利活用や臨床研究分野での活

躍が求められており、そのために必要なスキルとして

コミュニケーションを含むノンテクニカルスキル、さ

らに膨大なデータを解析する手法を活用すること等に

ついて、実際に検査室外の部門で活躍されている先生

の貴重な講演を聞くことができました。また、ノンテ

クニカルスキルに関するグループワークをとおし、言

葉のみで説明すること、また、自分の持っている情報 

をいかに取捨選択してタイミングよくチームに報告で

きるかの難しさを実感しました。自施設でもまずは確

実な情報伝達から始め、検査データ等の有効な活用に

ついても考えていきたいと思っております。   

令和元年度 

 次ページに受講者からの感想をご紹介いたします。 

対策WGのメンバーが前日から趣向を凝らしたグループ

ワークを行い、実際に検査室が災害にあった時に取る

べき行動をもとに、具体的なアクションカードの作成

を可能にする内容で実施しました。日臨技災害対策WG

委員を含むファシリテーター６名で自分たちが受け持

つグループをそれぞれ支援する等、手厚いグループ

ワークは参加者の皆様にも満足いただける内容だった

のではないでしょうか。 

災害対策に関する研修会は12月14日（土）～15日

（日）にも「令和元年度災害派遣技師研修会」として

“実際に被災地に派遣され、医療支援活動を実施する

にあたって取るべき行動”について企画しています。

ご期待ください。 

（専務理事 深澤 恵治） 
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藤川 貴弘（徳島県立中央病院） 

 令和元年９月16日（月・祝）、日本臨床検査技師会

館にて災害対応能力向上研修会が開催されました。午

前に行われた講義では、災害の定義から始まり、災害

の種類・切迫性等、災害医療に対する考え方を学び、

知識を深めることができました。午後に行われた発災

シミュレーションでは、グループのメンバーが同じ病

院の臨床検査技師であると想定し、災害発生時の行動

に関してディスカッションが行われました。私が、最

も難しく感じたことは、限られた物資（水、検査試

薬、血液製剤等）の中で「どの検査を優先すべきか」

「本当に緊急で必要な検査なのか」を考えることでし

た。自分自身、十分に時間の与えられたシミュレー

ションの中でさえも、いい考え、意見を出すことがで

きず、自分自身の災害医療に対する意識の希薄さ、甘

さを痛感させられました。この研修に参加して、実際

に災害が起こった時、冷静な判断、最良の行動が取れ

るようにするための事前準備（災害対策マニュアルや

アクションカードの作成等）の重要性を再認識できま

したし、その方法を学ぶ上で非常に有用でした。 

渋田 秀美（地方独立行政法人山口県立病院機構 

山口県立総合医療センター） 

令和元年9月16日(月・祝)に日臨技会館にて開催さ

れた「災害対応能力向上研修会」に参加しました。

テーマとして掲げられた「あなたの検査室が被災した

時にとるべき行動を考える」という文言を見て、施設

で技師長職を拝命している私は「絶対に参加するべき

だ」という義務のような思いから参加を決めました。

昨年は山口県臨床検査技師会の災害時連絡責任者とい

う立場で「日臨技災害派遣技師研修会」に参加し、被

災地での医療支援活動について学びましたが、今回は

被災した側の立場での研修会です。近年、山口県では

地震や台風による大規模災害は発生していませんが、

近隣県では毎年のように発生しております。常日頃よ

り「備え」の大切さは感じていますが、実際には

「無」に等しい状況でした。施設単位での災害時訓練

には参加していますが、検査室から救急部に患者搬送

役として数名を派遣する程度であり、今回の研修内容

とは程遠いものでした。 

研修会では午前に「災害医療概論」「発災時に想定

される状況変化」「災害時の対応について」と題した

３つの講義を受けました。国としての対応、県として

の対応から施設、検査室としての対応まで解説してい

ただき、これまでに起こった大規模災害時の事例を挙

げられ、被災した経験のない私達にもとてもわかりや

すく、大変有益な講義でした。 

午後の「発災シミュレーション演習」では１グルー

プ (８-９名)をある施設の検査部スタッフと見立て役

割り分担をし、機器配置がされた検査部平面図を前に

震度６強の地震が発生した想定で行われました。私は

自己紹介時に担当部署について「技師長職で専門部署

には行けていない」との話をしたため、自然に検査室

責任者の役割を担当することとなりました。結果的に

自施設での職務と同じ立場でのシミュレーションと

なったことで演習効果が数倍にもなったように感じま

した。発災直後の職員の安否確認、安全確保からはじ

まり、病院、検査室の被災状況の確認、病院の方針に

従った救急患者受け入れ対応、検査室方針を明確にし

たうえでの検査実施等、次々と変化していく状況を把

握しつつ、迅速で的確な判断が求められました。ま

た、自身が被災者である検査部スタッフやその家族へ

の配慮、限られた資源での検査の実施等、被災した検

査室の緊迫した状況を感じ取れる大変有意義なシミュ

レーションでした。 

今回の研修会に参加して災害マニュアルの整備、

BCPの策定は必須であり、検査機器を稼働するために

必要な電力量、純水消費量の把握など事前準備、計画

の重要性を強く感じました。発災時は検査部スタッフ

が力を合せて救急患者対応、復旧に向けた活動を行わ

なければなりません。今回の研修会で得たものをス

タッフに周知し、発災時に効率よく行動できる検査室

となれるように努めます。 
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令和元年度 

令和元年９月８（日）に文京学院大学本郷キャン

パスにて2019年度「認定臨床染色体遺伝子検査師」研

修会が開催されました。この研修会は認定資格の取得

者を対象にスキルアップを目的として今年度より開催

することとなりました。今回のテーマは「認定臨床染

色体遺伝子検査師および遺伝子染色体検査実務者の研

修会」と題し実施いたしました。 

本研修会の内容は、最初に認定臨床染色体遺伝子

検査師の背景と役割、医療法改正の経緯などについて

詳細にご説明いただきました。次に、法改正により求

められる遺伝子検査における精度保証や近年需要が高

まっている遺伝学的検査の実情についてお話いただき

ました。また、最近注目を集めているがんゲノム医療

については、慶応大学病院での実際の取り組みについ

てお話いただき、三重大学医学部附属病院中央検査部

長の中谷 中教授には「がんゲノム医療が求める臨床

検査技師の役割」についてご講演をいただきました。 

受講者は99名でその内、認定取得者については遺

伝子が29名、染色体が６名、病理が24名（内遺伝子９

名）でした。また、これから受験を考えている方や業

務を担当されていない方など幅広い方々に参加してい

ただきました。参加された方からは「来年もぜひ研修

会を実施して欲しい」「とても勉強になりました」

等、多くのご意見を頂戴しましたことをとても嬉しく

思います。 

ご承知のとおり、法改正により遺伝子関連検査・

染色体検査を行う場合の基準として制度の確保に係る

責任者の設置が義務付けられました。このようなこと

を踏まえ、今後もアンケートの結果と受講者の声を参

考にして、この研修会の目的であります「有能な責任

者の育成」を心がけ研修会を企画したいと考えており

ます。 

最後に、今回は台風の影響で研修時間も30分短縮

しての開催となりましたが、講師の先生方のご協力に

よりスムーズに運用できましたことを改めて感謝申し

上げます。また受講者の皆様も無事に帰宅できたとい

うお話を伺い安堵しております。来年も引き続き開催

を予定しておりますので、皆様のご参加を心よりお待

ち申し上げます。 

（認定臨床染色体遺伝子検査師制度 

 研修会WG 南木 融） 

野口 依子（神戸大学医学部附属病院） 

 今回の研修会には医療法改正やがんゲノム医療など

最近のトピックスがプログラムとして組まれており、

それらについて学ぶ良い機会だと思い参加いたしまし

た。医療法改正に伴い各施設に要求されていることを

解説していただいたり、病院の遺伝子検査室で行われ

ている精度管理の実際について説明していただいたり

したことで、認定技師としての役割や今後の遺伝子検

査室運用を考えるうえでのヒントを得ることができま

した。また、希少難病の遺伝学的検査ついてのお話で

は、結果報告の際には専門医との連携が重要であり、

そのような制度がどの検査施設でも確立されると理想

的であると感じました。がんゲノム医療については、

医師、検査技師それぞれの立場からお話していただ

き、日本の現状や技師の関わり、今後の展望について

知ることができました。全体を通して遺伝子検査につ

いての多岐に渡る内容を学ぶことができ、有意義な研

修会の時間を過ごせたと感じました。 

阿部 将人（静岡県立静岡がんセンター） 

 本研修会は初の認定臨床染色体遺伝子検査師研修会

として、認定臨床染色体遺伝子検査師の背景と役割、

遺伝子検査に求められる社会的役割や法改正への対

応、精度管理のあり方等を中心に、がんゲノム検査の

最前線の現状について等、遺伝子検査に携わる技師に

とって必要不可欠となる知識を学ぶことのできる研修

会でした。法改正により遺伝子関連検査・染色体検査

が新たな検査の枠組みとして加えられ、臨床検査技師

に対するニーズが変化している状況でコンパニオン診

断薬の増加や、がん遺伝子パネル検査の保険収載等の

変化に対応するために、このような研修会を通じて継

続的に教育を受けていくことが大切であると感じま

す。今後益々大きくなっていくことが予想される遺伝

子検査のニーズに応えるため、必要な知識を学ぶこと

ができる機会を用意していただいた講師の先生方には

深く感謝申し上げます。 
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令和元年度 

令和元年度認定一般検査技師育成研修会が９月22日

（日）～23日（月）に新潟市内の新潟医療技術専門学校

西新潟中央病院キャンパス２Ｆ大講堂にて開催されまし

た。本研修会は、主に認定一般検査技師を目指している

技師を対象に、現在の知識レベルまたは技能レベルの確

認と向上を目的とし、認定一般検査技師の育成を図るこ

とを主としております。参加申込みは全国各地北海道か

ら沖縄県まで91名でしたが、当日、台風17号のために沖

縄県からの２名が参加できず、89名の参加で実施しまし

た。 

初日のプログラムは、講演１として九州医療センター

の加藤 裕一技師に「腎・尿路系の基礎生理学」について

講演を賜りました。腎血流、糸球体の機能、尿細管の機

能、腎における酸塩基平衝調節、腎の内分布機能につい

て詳しくお話しいただきました。講演２では藤田医科大

学 医療科学部臨床検査学科の星 雅人技師に「尿定性検

査・病態解析（基礎編）」について講演を賜りました。

特に採尿手技による分類として初尿、中間尿、終末尿、

蓄尿等に関する採取・性状・分析法の意義について詳細

にお話いただきました。講演３では新潟医療技術専門学

校の白川 千恵子技師に検査前処理方法である「尿沈渣作

成から顕微鏡操作」について講演を賜りました。その中

で、顕微鏡検査について基本的操作である心出し、視野

絞り、観察方法さらに標本作成の遠心操作について細か

く参加者に説明されました。また、標本作成時におい

て、沈査量が0.2ml超える場合は有形成分が0.2ml以上で

あるコメントを付記することが重要であることに関して

は参加者らが聞き入っていました。講演４では済生会新

潟第二病院の小野 篤史技師に「尿沈渣検査～血球類/円

柱類～」について講演を賜りました。特に赤血球、白血

球、円柱類のポイントを押さえる形態判定の注意点につ

いて詳しくお話しいただきました。講演５ではがん研有

明病院 臨床検査センターの友田 美穂子技師から「尿沈

渣検査～上皮細胞類～」について講演を賜りました。特

に上皮細胞の鑑別ポイントである無染色とＳ染色の使い

分け方・細胞組織像・判定所見について実際にスライド

にて判定していただきました。講演６では国立病院機構 

敦賀医療センター 研究検査科の佐伯 仁志技師に「尿沈

渣検査～異型細胞類～」について講演を賜りました。主

な異型細胞類の各論について熱くお話しいただきまし

た。初日の講演を全て終了したのが午後７時前であり、

それから参加者・実務者らと合同の意見交換会（参加者

33名）を開催し１日目を終了しました。 

２日目は台風17号の動きが気になりましたので開始前

に実務者会議を行いプログラム変更して開催しました。

堀江 拓耶（鳥取大学医学部附属病院） 

9月22、23日に新潟県で開催された令和元年度認定一

般検査技師育成研修会に参加させていただきました。台

風17号が接近していたこともあり新幹線や飛行機が運休

にならないか不安もありましたが、日程の変更等対応し

ていただき無事最後まで受講することができて安心しま

した。 

研修会では腎・尿路系の生理学や顕微鏡操作といった

基礎的な内容や、尿検査、糞便検査、体腔液検査など一

般検査に関する専門的な内容の講演を聴くことができ、

認定試験に向けて知識を深めることができました。ま

た、今年は精液検査の講演もありました。当院では日常

の業務で精液検査を行っておらず、県外の研修会でも講

演等で取り上げられることが少ないため、今回の研修会

で参考書を読むだけでは得られない知識を得ることがで

きました。また、講師の先生方のお話にもありました

が、認定試験に合格することがゴールではなく、私たち

臨床検査技師が患者や臨床側からどのようなことを期待

されているのかを考え、それに応えていくことで医療に

貢献することが大切だと思いました。まずは認定試験合

格を目標にして確かな医療知識を身に付けたうえで、た

だ顕微鏡で見えた成分や機械の出した検査結果を報告す

るだけではなく、なぜこの結果が出たのか、患者はどの

ような病態にあるのか等、様々な考察を行い、多角的な

視野を持って検査業務に臨むことができる臨床検査技師

を目指したいと考えています。 

最初は講演７で「精液検査の基礎」について広島赤十

字・原爆病院の山下 美香技師に講演をいただき、特に精

液検査の必要性においての男性不妊症のお話しをいただ

きました。講演８では公立西知多総合病院の加藤 節子技

師に「糞便検査・寄生虫検査について」講演を賜りまし

た。この時点で、台風17号が近づき公共交通機関等に影

響が出始めたので、交通機関の影響のお知らせを行うと

ともに閉会後に行う予定の修了証授与式を先に行いまし

た。その後、講演９として大阪大学医学部附属病院の堀

田 真希技師による「髄液検査について」の講演を賜りま

した。特に細菌性髄膜炎を診断する為の検査方法につい

て熱くお話しをいただきました。そして最後に、講演10

として東京女子医科大学病院の横山 貴技師から「体腔液

検査（関節液・胸水・腹水 ・CAPD排液）」について講演

をいただきました。 

最後の確認試験については、台風の影響によるＪＲの

在来線及び航空機の遅延のお知らせが入りだしたことを

考慮し、必ず受講生はWeb試験を受講することを案内する

とともに確認試験問題プリントを配布し本研修会を閉会

しました。 

終わりに、台風接近の中、本研修会の実務者の皆様方

そして受講者の皆様方のご協力にて無事終了することが

できましたことにお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 

（担当理事 有村 義輝）  



Vol.25No.19                会報JAMT ホームページ掲載                   令和元年10月15日号 

（編集後記）未曽有の大被害をもたらした台風15号と19号。自然の脅威を改めて実感した。自然の猛威の前

には人間など無力で、その圧倒的な力の前に、私達はなすすべがなかった。たったベランダの植木鉢ひとつ

を動かすことすらできなかったのだ。 気象庁の特別警報「これまで経験ない大雨！ 直ちに命を守る行動

を！」。どこか他人事の様に聞いていた。果たしてそれを受けた行政は、市民は、最善の備えができたのだ

ろうか。反省することは多い。想定されることは全て起こりうることとして対応せねばならない。日頃の経

験など一旦白紙にして、そろそろ真剣に考え直さねばならない時期が来ているのではないか。  （滝野） 

《一般演題 受付期間》 

 2019 年 9 月 2 日（月）〜 11 月 1 日（金） 

＊多くの演題登録をお願いいたします。 

 

＊同時期に近隣にて大型イベントの開催が予定されています。 

また、行楽シーズンで多くの観光客も見込まれるため、ホテルはお早めにお取りください。 

（宿泊案内は準備ができ次第、学会ホームページで公開します。） 

学会ホームページはこちら！ 

 会 期  ： 2020年4月25日（土）～26日（日）        

開 催 地 ： 宮城県仙台市 

  会 場  ： 仙台国際会議場、東北大学川内萩ホール・講義棟B 

  担  当    ：一般社団法人福島県臨床検査技師会 


