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P1～P2 令和元年度日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会を終えて 

P3 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の募集内容が変更されました 

P4～P5 令和元年度 医療安全管理者養成講習会開催報告(第１クール・第２クール） 

P6 全国「検査と健康展」in 秋田（中央会場） 

P7～P9 日臨技支部医学検査学会開催報告(４) 【首都圏・関甲信支部】【中四国支部】【九州支部】 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

令和に入って初となる日臨技臨床検査精度管理調査

報告会を、東京ビッグサイト国際会議場（東京都江東

区有明）で行いました。日本全国より786名（平成28

年度は561名、平成29年度は 674名、平成30年度は656

名）の参加があり過去最高の参加者数となりました。

今年の調査における分野ごとの総括と討議が最後まで

活発に行われました。例年は、年度末に報告会を開催

してきましたが、今回は各施設にできるだけ早く外部

精度管理調査結果に基づく是正改善を実施していただ

こうと考え、あえてこの時期の開催といたしました。

日々の内部精度管理の確認をする意味での外部精度管

理調査である意義づけからも非常に有意義な会であっ

たと思われます。 

開会後の長澤副会長の挨拶では、法

改正における当会としての当面の対処

方針にも触れながら、改正後の臨床検

査における品質保証の重要性および当

会の方向性についても話されました。

その後、東京大学大学院医学系医学研

究科臨床病態検査医学 矢冨裕教授に

よる「法改正後の検体検査精度管

理：今後の課題」と題した特別講演がありました。矢

冨先生は、今回の法改正に先立って厚労省特別研究事

業「臨床検査における品質・精度の確保に関する研

究」の研究代表者を務められていました。本研究結果

は、今回の法律の基となりました。改正法の骨子と

なった議論、および設立の想いをお聞かせいただき、

大変貴重なご講演を拝聴する機会となりました。 

その後、 各部門より解析結果について報告があり

ました。部門報告は４部構成とし、今年は生理部門を

心電図、超音波、神経生理、および呼吸機能分野に分

矢冨裕教授による

特別講演 

けて十分な時間をとりました。１分野当たりの持ち時

間に制限があり、特に問題のあった事項について的を

絞った解説となりました。また、セクションごとに総

合討論の時間を設けて会場より質問・意見を求めまし

た。 以下に各部門の報告の概要を紹介します。 
 

 Ⅱ部：生理検査部門は、心電図部門では単に波形に

ついて判読するだけでなく、患者の急変時への対応等

を問う等、より実践的な内容の設問を増やし、内容の

濃いものになっていました。超音波および呼吸機能部

門については、ガイドラインの周知がだいぶ進んだ状

況がうかがえる良好な結果でした。脳波を含む神経生

理も正解率が80％以上を超え、おおむね良好な結果で

した。聴覚に関する設問の解説を、今回初めて行い、

より深い理解がしていただけたのではないかと感じま

す。（坂下、山村、茂筑、神野、堀内、有馬、田邊） 

Ⅲ部：臨床化学部門は、例年通り一部の項目で、測

定法や試薬ごとでのバラツキが認められ、試料由来の

可能性が示唆されたため、方法別評価や、試薬別評価

として対応しました。また、直接（抱合型）ビリルビ

ンは昨年と同様に評価対象外としました。SDIが3SDを

超えた場合の解釈および、その対応をどうするのか。

また、クロール電極の希釈法、或いは未希釈法を誤選

会場の様子 



Vol.25No.23                会報JAMT ホームページ掲載                   令和元年12月15日号 

要性があります。（三浦） 

Ⅴ部：病理検査部門においては、今回は、病院等、

施設の機能や実務内容に合わせて評価方法を変更する

方式を初めて導入しました。基本設問と専門性の高い

設問とを区別して評価することができました。対象・

非対象施設による傾向の差はありませんでした。アン

ケートの結果からは、病理部門のサーベイを受検して

いない施設（外部委託している）でも、検体採取から

固定操作までを担っている施設が1,000施設近くあ

り、昨今のコンパニオン診断、ゲノム医療を考慮する

と、こういった施設群に対しても標準化に向けた啓発

をしなくてはならない実情が明らかになりました。

2016年から３年間の施設別正解率の推移を見ました

が、３年連続D判定のある施設が全体の５％存在しま

した。都道府県技師会との連携を深めサポート体制の

充実の必要性を認めます。（石田） 

細胞検査部門は全問正解率が90％以上を超えてお

り、非常に満足しています。しかしながら間違っては

いけない設問について結果がバラつく傾向にありまし

た。（遠藤） 

遺伝子検査は、検査の結果が診断や治療に直結する

ので、精度管理を確実に実施してほしいところです

が、結核菌定性検査において陽性対照および陰性対照

を置かずに検査を実施している施設もあることが判明

しました。（三澤） 
 

例年３月に実施してきた総合報告会でしたが、８月

に施設別報告書をJAMTQC上で各施設に公開してから３

か月後に実施することができました。会場において

は、総合報告書（暫定版）のダウンロードも可能と

し、参加者は発表と報告書を照らし合わせながら熱心

に耳を傾けていました。部門ごとの討論では、日常の

内部精度管理および外部精度管理調査に対する意見

や、要望が多く寄せられました。当会としては、こう

いった意見や疑問を真摯に受け止めて、次につなげて

いかなくてはならないと考えています。また、当日の

ディスカッションの内容やそれに対する当会からの 

メッセージは、当日限りとしてはもったいないという

意見も寄せられ、今後の課題と捉えています。 

矢冨教授からは、法改正はゴールではなく、今後の

臨床検査医学の発展のスタートであるというメッセー

ジをいただきました。産官学の連携も今後必要になっ

てきます。職能団体として臨床検査業界を強く牽引し

ていかなくてはならないと改めて強く感じました。 

（専務理事 滝野 寿） 

択した場合に評価対象外になった理由について問い合

わせが多いことから、ご理解いただけるよう詳細に説

明を加えました。フロアからはALPとLDのIFCC基準測

定法変更への当会の対応について質問がありました。

（汐谷） 

 免疫血清部門では、大きなところでは、試薬および

ロット間差がRF以外にも他の項目でも見られました

が、だいぶ収束傾向が認められました。しかしなが

ら、フェリチン等で試薬選択の誤入力が目立ちまし

た。同一メーカ内で複数の試薬がある場合に誤りが生

じやすい傾向でした。感染症の定性は90％以上の正解

率があり良好でしたが、HCVの判定保留について改善

の余地がありました。また、甲状腺の項目（TSHおよ

びFT4）についても新規項目に加える方向で検討して

いることが報告されました。（久保） 

 血液部門では、血算項目はだいぶ収束傾向にあると

思われました。しかし、凝固系、特にPT-INR、APTTで

は一部メーカ間差を認めました。Fibでは、同じキャ

リブレータでもメーカが変わると値がバラつく傾向も

認めました。（常名） 

Ⅳ部：一般部門では、赤血球形態の問題が話題とな

りました。初めての試みとして過去問を用いて再度調

査しましたが、残念ながら期待された正解率の向上は

認められませんでした。今後、赤血球形態について

は、何処にポイントを置いてフォローしていくのかが

問題となると提起しました。現場で広く利用されてい

る「尿沈渣検査法2010」ですが、現在は入手困難なた

め、最新である医学検査 2017 J-STAGE-1号、日本臨

床検査標準協議会 尿沈渣検査法指針の普及も啓発す

る必要があると思われました。（米山） 

微生物部門では、グラム染色は普段、微生物検査を

行っていない技師が実施する場合も多く、外注検査に

出した結果と、施設内の結果が食い違う場合が多くあ

ります。現場で実際に染色を実施している技師の技量

が上がっていないのが問題です。また、日頃の検査に

おいて内部精度管理（ATCC株を用いた）ができていな

い、または、恐らく行っていないのではないか、と疑

われました。薬剤感受性試験について、CLSI判定基準

に検査が追いついていない実情が垣間見られました。

今後の課題です。（中村） 

輸血は標準化がほぼ完了に近づいている分野です

が、まだまだ遅れている施設が残っており、これらの

施設に対する指導が今後問題となると思われました。

各支部等でのガイドラインの展開をどうするのか、標

準化に向けて都道府県技師会との連携も図っていく必
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 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の参加受付を2020年３月より開始いたします。本調査は昭和40

(1965)年より始まっており、2020年度には55周年を迎えます。順調に参加施設数を増やし、今では約4200施

設が参加される国内最大級の外部精度管理調査です。参加項目も臨床化学・血液項目以外にも、遺伝子検査

分野も含む臨床検査全般の広範囲の項目を有しています。また、本調査の参加により日臨技精度保証施設認

証制度への申請も可能です。 

 2020年度調査も昨年度同様に13コースを設けまして参加をお待ちしております。2020年度は遺伝子参加

コース「参加番号：７」の一部内容を変更しています。それに伴って「参加番号：13」も変更となります。

ご注意下さい。 

 また、2019年10月に消費税率は10％になりました。それに伴い当会の精度管理調査参加費を外税表記とし

ました。コース内容変更となりました遺伝子「参加番号：７」につきましては例年と調査項目が異なります

ので、お申込みの際はご注意下さい。 

 皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

★ 遺伝子参加コースの内容を変更しました  

★増税に伴い参加費を外税表記としました  

2019年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管

法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験

管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋６＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 参加費 

参加番号 実 施 項 目 税抜 
2019年度 

8％税込 

2020年度 

10%税込 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） ¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） ¥3,704 ¥4,000 ¥4,074 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 
（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    ¥13,889 ¥15,000 ¥15,278 

5 
輸血Ｂ（輸血すべて）      

¥16,667 ¥18,000 ¥18,334 
（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           ¥11,111 ¥12,000 ¥12,222 

旧 7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  ¥25,926 ¥28,000 ¥28,519 

新 7 遺伝子Ｂ（HCV定量、HBV定量）  ¥14,815 ¥16,000 ¥16,297 

8 生 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

9 細 胞 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

10 病 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ ¥51,852 ¥56,000 ¥57,037 

12 １１＋６ ¥59,259 ¥64,000 ¥65,185 

13 １１＋６＋７          ¥74,074 ¥80,000 ¥81,481 
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（第１・第２クール）  

担当理事 有村 義輝 

初日18日は開講式・オリエンテーションとして横地副

会長から開講の挨拶をいただき、続いて深澤専務理事か

ら日程・注意事項等についての説明があり、講習会を開

始いたしました。 

 まずは「医療安全に必要な基礎知識と考え」と題して

東京海上日動メデイカルリククマネジメントの玉利英子

氏に講演をいただきました。お話の概要として①医療安

全の基礎知識～インシデント報告の重要性～②安全を守

るための職員間のコミニューケーション③患者参加によ

る医療安全について講話していただきました。実際にイ

ンシデントの改善例を数例説明され、皆さんからのイン

シデント報告が業務改善に役立っていることを強調され

ました。２講演目は、厚生労働省医政治局総務課医療安

全推進室の小松ひろみ氏から「厚労省の取り組み」と題

し、今後の医療安全施策の動向について講演をいただき

ました。３講演目は長野県の安曇野赤十字病院の技師長

であり、実際に医療安全管理者として活動されている村

山範行技師に「医療安全管理者の役割と業務」について

講演をいただきました。第１部では医療安全管理者の活

動について、第２部では患者対応について学び、結びで

は医療安全管理者として大切なことについてお話いただ

きました。４講演目は病院機能評価機構 医療事故防止

事業部 課長の井上純子氏に「病院機能評価機構事故収

集事業」についてご講演をいただきました。 

 ２日目19日、１講演目はパラマウントベットの杉山良

子氏に「KYTについて」危険に気づく力を養うための危

険予知トレーニングをご講演いただきました。内容は医

療業務を遂行する中で多くの危険が潜んでいることに自

分自身が気づくようになることを教えていただきまし

た。２講演目は仁邦法律事務所の墨岡亮弁護士に「医療

事故と関係法規」についてご講演を賜りました。医療事

故での裁判事例を紹介していただき詳細に説明していた

だきました。また、参加者は常日頃は弁護士さんとお話

することがないため、多数の質疑等もあり盛り上がりま

した。３講演目は昭和大学病院医療安全管理部門の古田

康之氏に「医療安全研修企画」と題し５グループに分か

れ企画・方法・運営・評価・課題等について発表してい

ただき活発な質疑・意見交換が行われました。 

 ～ 第１クール ～ 

令和元年度 医療安全管理者養成講習会が第１クール：10月18日（金）～20日（日）、第２クール：11月15

日（金）～17（日）の計６日間、日本臨床検査技師会館にて開催されました。 

本研修会は、医療の安全管理業務を遂行するために必要な知識や技術を習得し、医療安全管理者の養成を目

的として全国各地から29名が参加して実施しました。 

1日目講師陣：写真左から玉利英子氏、小松ひろみ氏、村山

範行技師、井上純子氏 

2日目講師陣：写真左から杉山良子氏、墨岡亮弁護士、古田

康之氏 

2日目グループワークとその後の発表の様子 

3日目講師陣：写真上段左から田中信一郎教授、阿南誠准教授 

写真下段左から島田直樹技師、 田中夏奈技師、 山本喜則技師  

 ３日目20日、１講演目は福山大学生命工学部生命栄養

科学科の田中信一郎教授にご講演を賜り、２講演目は川

崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部の阿南誠准教

授にご講演を賜りました。午後からは医療安全委員の実

務者３名による「病理・生理・輸血の安全管理」につい

て自施設の状況を説明していただきました。最終日、医

療安全委員会の岡本由美副委員長から11月開催の第２

クールに対しての連絡事項等が説明され閉会となり第１

クールの全日程を終了しました。 
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担当理事 實原 正明   

 本講習会は、厚生労働省の『医療安全管理者の業務指

針および養成のための研修プログラム作成指針』に基づ

き、第１クールと合わせて６日間におよぶスケジュール

で構成され、受講後は医療安全管理者として活躍の場が

与えられます。そのため受講内容も豊富で多岐にわた

り、受講者の真剣に取り組む姿勢が印象的でした。 

 第２クールも講師はいずれも医療安全に精通した著名

な先生方が務められました。１日目は今後の医療の変化

や、その中での臨床検査のあり方について未来を見据え

た講義。患者さんもともに協働する医療安全の在り方。

医療機器や医薬品からみた医療安全を薬剤師、臨床工学

技士の先生から、更に看護の側面から、それぞれの専門

目線で講演いただきました。また、医療安全への継続し

た取り組みが今後も必要であることを学びました。 

 ２日目は、株式会社安全推進研究所 河野龍太郎所長

によるヒューマンエラーの講義とImSAFERを用いた分析

手法に関する講義、その手法を用い実習が行われまし

た。ImSAFERの実習は時系列でインシデントの事象関連

図を作成し、問題点を抽出し背後要因をなぜなぜ分析で

解明する分析手法で大変勉強になりました。 

 3日目は、医療事故を未然に防ぐにはテクニック（専

門技術）、ノンテクニカルスキルの双方が必要であり

『WHOの患者安全カリキュラムガイド多職種版』を理解

し、更にリーダーシップ論も興味深く「組織の戦略目標

および好成績を達成するために、個人および組織の卓越

性を引き出し、共通のビジョンを生み出し、変化をうま

くマネジメントする能力」は今後の業務遂行に役立てて

いただきたい。 

 本講習会は建築業界や航空業界の安全管理についても

聴講できた大変貴重な機会となりました。医療従事者に

とって、他業界の話を聞くことは少なく、とても新鮮で

印象に残る内容でした。医療における安全管理は他業界

と比較しまだまだ遅れており、更なる医療安全への継続

した取り組みが必要であることを実感しました。大変充

実した内容の濃い講習会であり、計画していただいた委

員の皆様に深く感謝いたします。 

 ～ 第２クール ～ 

1日目講師陣：写真上段左から筑波大学医学部附属病院  川上康教授、認

定NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 山口育子理事長、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA） 大内貴司氏、 公益社団法

人日本薬剤師会  髙松登理事 

写真下段左から公益社団法人日本臨床工学技士会 本間崇理事長、公益社

団法人日本看護協会  慶越真由美氏、加藤正彦技師 

2日目講師： 

河野龍太郎所長 
2日目エラーメカニズムに基づく分析実習 

３日目講師陣：写真左から千葉大学医学部附属病院 相馬孝博教授、 株

式会社日立製作所ひたちなか総合病院 永井庸次名誉院長、 前田建設工

業株式会社 小原好一相談役 

 ～ 受講者からの声 ～ 

社会福祉法人恩賜財団済生会 松阪総合病院 林 豊  

医療安全という分野で臨床検査技師がどのように関わり、

そして活躍していけるのか。疑問や心配もありましたが、現在

の医療業界の状況を認識する良い機会とも考え、６日間計40時

間と長丁場ですが参加させていただくことにしました。 

今回の講習会では、医療安全に関する多くの事柄を他職種

の先生方から違った視線で教えていただきました。多くの先生

が一貫してお話されていたのが、コミュニケーションに代表さ

れるノンテクニカルスキルの重要性です。知識や考え方は人に

よって異なるため、必ず自分が正しいと思うのは、医療安全に

おいて非常に危険な考え方であると学びました。また、疑問や

間違いを質問し指摘できる環境整備も重要で、それによりス

タッフ全体が医療安全に高い感心を持つことができ、安全文化

の醸成になると思いました。 

今後は、安全な医療の実施に向けて、臨床検査技師として

の知識や経験を活かした貢献をしていきたいと思います。 

海上自衛隊 厚木航空基地隊 航空衛生隊 田中 淳司  

厚木航空衛生隊は、自衛隊の隊員に限定して医療を提供す

る機関になります。職場で働く人を対象として、診療や健康診

断を行う施設であるため、良くも悪くも医療従事者と隊員（患

者）で互いに顔見知りになってしまうことが多々あります。臨

床検査部門として、尿、血液、心電図の検査を行いますが、そ

の際に隊員とのやり取りとして顔パスで名前やＩＤを確認せず

に実施してしまう実態があります。私は、６日間の医療安全管

理者養成講習会を受講し、慣れから生じてしまうこのようなや

り取りが、いかに危険であるかについて認識していなかったこ

とを深く反省することになりました。多くの先生方の講演を聴

き、医療安全について再認識するとともに、医療安全管理者の

考え方や技術を知り、実習を通して学ぶことができたことは、

大変有意でありました。特に、医療安全研修企画は、職場の隊

員を対象とした衛生教育を立案するにあたってとても参考にな

りました。また、医療事故をなくすことができないという話

は、納得しつつも衝撃的でもありました。本講習で学び得たこ

とを生かし、安全安心な医療を提供するために、職場に影響を

与える医療安全管理者となれるよう志を持って、今後も研鑽研

磨に努めたいと思います。 
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一般社団法人 秋田県臨床検査技師会 佐藤 多佳子   

秋田県は、「中央会場」ということで、2019年 11 

月10 日（日)に 秋田市民交流プラザALVE きらめき広

場＆多目的ホールで実施しました、会場までは秋田駅

からのコンコースがあり、便利な立地で、秋田駅前の

ビルの２つのフロアの会場で開催しました。午前10時

から午後３時まで５時間のイベントでしたが、参加者

数は延べで約1,200名、実数で410名程で、大勢の皆様

にご参加いただきました。 

秋田県における「検査と健康展」は、例年高齢者

を中心に無料で検査を受けられる機会として開場前か

ら並ぶ人がでるほど認知が進んでいます。血管年齢や

血糖/HbA1c、もの忘れ検査など６項目前後の検査を実

施し、その後、医師が同席したうえで検査結果につい

て臨床検査技師が結果説明を行っています。「検査説

明・相談のできる技師」を実践する場となり、さらに

保健師による相談も実施しています。また、職業理解

を促進するため臨床検査技師の紹介映像を流したり、

ポスターの掲示も行っています。実際に臨床検査を体

験できるコーナーを設け、ヨーグルトの乳酸菌が動い

ているのを顕微鏡で見たり、自分の心電図を取ってみ

たり等の体験していただきました。また、高校生向け

に進路相談コーナーを設置し、臨床検査技師養成校等

【会場風景】 

※会場でご協力いただいた会員の皆さまありがとうございました。 

から相談に応対していただいたほか、地元アナウン

サーによるトークショーや医師による公開講座も実施

する等、例年以上に内容の充実を図りました。無料健

康チェックでは、高齢者が多いことから、もの忘れ検

査の希望が多いものと思っていましたが、今年は「自

分がもの忘れなのはもう知っているからやらない」と

いう方が多く、考えさせられました。一方、会場には

親子で来場する方々も多く、顕微鏡を覗きながら楽し

そうに話をしている姿が印象に残っています。進路相

談には、空き椅子がないほど学生が訪れており、次の

世代の検査技師、さらに未来の世代への種まきができ

たと感じています。トークショーでは、健康に結びつ

く日常の元気な所作を講師と一緒にやってみる等、聴

衆を飽きさせない工夫があり、大変好評でした。 

実施内容としては、考えられるほぼすべてのもの

を組み込んで行えていますが、今後の課題として、次

世代の検査技師を育てる取り組みをさらに充実させる

ことや、秋田市での実施が続いているので、県内の他

地区でも開催し、同じように多くの参加者に喜ばれる

「検査と健康展」にしていく必要があると考えていま

す。 
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学会長 原田 典明           

実行委員長 山方 純子          

未来創生in Diversity Tokyo  ～  時流に乗り遅れるな  ～ 

シンポジスト3名と宮島会長、原

田学会長 （右から奥山技師・宮島

会長・熊谷技師・柳田技師・原田

学会長） 

令和元年度日臨技 首都圏支部・関甲信支部医学検

査学会（第56回）は10月26日（土）・27日（日）の２

日間、東京都千代田区秋葉原にて、「未来創成 in 

Diversity Tokyo ～時流に乗り遅れるな～」を掲げ開

催しました。会場は６路線が乗り入れる秋葉原駅前の

秋葉原UDXとし学会に参加される方の利便性を考慮い

たしました。 

今年は、台風による甚大な災害が首都圏・関甲信支

部で起こっており、学会前日には台風の影響による集

中豪雨により浸水や土砂崩れ・交通網の寸断等が発生

し、学会に参加できなくなった会員もいらっしゃいま

した。その様な中、会員987名、賛助会員・学生等を

含めると1,673名と多くの方がご参加くださり誠にあ

りがとうございました。 

企画につきましては、一般演題147題、教育講演７

題、市民公開講演、シンポジウム、日臨技企画、学生

フォーラム、エコーライブセミナーを開催いたしまし

た。また、電気街である秋葉原での開催であることか

ら、抄録集は配付せず、初めて学会アプリを採用した

ため、スマートホンやタブレットなどのモバイル端末

を片手に皆さん参加されていました。 

市民公開講演ではオリンピック出場経験もあり400

ｍハードル日本記録保持者でもある為末大先生をお招

きし、学会テーマでもある「未来創成 in Diversity 

Tokyo」と題して、豊洲ランニングスタジアムでの活

動やラグビーワールドカップ日本チームによるスポー

ツ選手の多様性、ブータンスポーツ親善大使としての

経験、いよいよ来年に開催される東京2020オリンピッ

ク・パラリンピックに寄せる思い等多様性について自

らのご経験を踏まえつつ様々な切り口でお話いただき

ました。また最後の30分間は会場からの質問タイムと

して、ドーピング検査の実際やどうしたら強くなれる

のか等、会場からの多くの質問に対して一つ一つ丁寧

に応えていただきました。 

シンポジウムはテーマを「臨床検査技師が生き残る

ために今何をすべきか」として、認知症医療・在宅医

療・がんゲノム医療というそれぞれの分野でご活躍さ

れている３名の先生方をシンポジストとしてお招き

し、それぞれの取り組みについてお話しいただきまし

た。聴講された皆様に今後の向かうべき方向性を少し

は示せたのではないかと思っております。 

日臨技企画としては、宮島会長に「教育制度の改革

と臨地実習のあり方」をお話しいただき、多くの学生

や会員の方が今後の動向について興味深く聞かれてい

ました。会長講演に続いて同会場で学生フォーラムを

開催し、３校の学生３名と、椙山副会長および千葉科

学大学危機管理学部の三村邦裕教授をお招きしてそれ

ぞれの立場での臨床検査技師の未来についてご講演を

いただきました。会場は多くの学生で埋め尽くされ討

論会では活発な意見交換がなされていました。  

最後に本学会にご協力いただいた会員ならびに賛助

会員の皆様および学会にご参加いただきました皆様の

おかげをもちまして、充実した内容で開催することが

できましたこと厚く御礼を申し上げます。 

次回の学会は、茨城県臨床検査技師会の池澤会長の

もとにつくばで開催されます。多くの会員の皆様の参

画により、盛会に開催されますことを祈念いたしま

す。 

学生フォーラム 

学生討論会 

次年度開催PRブース

茨城県臨床検査技師会

の皆さん 
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学会長 三島 清司           

実行委員長 錦織 昌明          検査の力 ～  臨床検査の可能性を求めて  ～ 

企業展示会場 

令和元年度日臨技中四国支部医学検査学会（第52

回）は秋晴れの11月２（土）・３日（日）の２日間、

島根県松江市の島根県民会館を中心に開催しました。 

本学会は一般演題153題（内学生演題３題、中四国

支部外２題）、特別講演２題、教育講演１題、日臨技

企画１題、特別企画を含むシンポジウム９題、参加者

は日臨技会員920名、非会員６名、学生61名でした。

また、企業展示34社、ランチョンセミナー13社・14

題、その他広告など賛助会員の皆様方には沢山のご協

力をいただきました。賛助会員の方々を含めますと参

加者数は約1,200名となりました。 

本学会は、これからの臨床検査や臨床検査技師の進

むべき方向性を考える機会としたいとの願いからメイ

ンテーマに「検査の力」、サブテーマに「臨床検査の

可能性を求めて」としました。 

特別講演では「AIとこれからの臨床検査」と題し、

諏訪部章先生に今後急速な進歩と導入が予想されるAI

に我々はどう対峙すべきかについてご講演いただきま

した。また、看護師としての専門性を活かしながら、

住民の暮らしに溶け込み先駆的な活動をされている矢

田明子先生に「まちを元気にするコミュニティナー

ス」と題してご講演いただきました。いずれもこれか

らの臨床検査技師のあり方を考える上で示唆に富んだ

内容でした。 

教育講演では鈴宮淳司先生に「リンパ腫診療の進

歩」と題して最新の話題を紹介いただきました。シン

ポジウムではそれぞれの部門の抱える問題について熱

心な議論が交わされました。 

また、日臨技企画として宮島喜文会長に「教育制度

の改革と臨床実習のあり方」と題して講演いただき、

日臨技が目指す時代に即した臨床検査技師教育制度の

あり方について理解を深めました。 

学生フォーラムでは長沢光章副会長の「医療現場が

求める臨床検査技師像」と題した講演後に、中四国支

部内の臨床検査技師養成校７校の学生および若手先輩

技師１名より「臨床検査技師の未来」に関する発表が

ありました。学生や若手技師も臨床検査技師の現状を

正しく理解し、対応しようとしている姿を頼もしく感

じる発表でした。 

中高生のための職業紹介では模擬検査体験と臨床検

査技師養成校８校の紹介ブースを設置しました。島根

県内の高校生16名、中学生４名、保護者10名の参加が

あり、臨床検査技師への理解と興味を深め、進路選択

の参考になったとの声が多く寄せられました。臨床検

査技師養成校のない島根県においては貴重な機会とな

りました。 

我々を取り巻く状況は厳しいものがありますが、本

学会を通じて臨床検査技師の未来は決して暗いもので

はなく、活躍のチャンスは大いにあることを理解いた

だけたと思います。現状に安住せずチャンスを逃さず

チャレンジする姿勢こそ今我々に一番求められている

ことであると改めて感じた２日間でした。 

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。 

演題発表会場 

中高生のための職業紹介コーナー 
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学会長 田中 信次             

実行委員長 福吉 葉子          結んで開こう！！  ～  挑め・新たなる扉  ～ 

テープカット 

令和元年度九州支部医学検査学会（第54回）は一

般社団法人熊本県臨床検査技師会が担当し、11月２

日（土）・３日（日）の両日に熊本城ホールにおい

て会員1,162名、展示関係者60名、学生その他85

名、計1,307名の参加のもと盛会に終了することが

できました。 

本学会はテーマを「結んで開こう!!～挑め 新た

なる扉～」としました。学会内容は一般演題112題

（うち学生演題10題）、部門別企画８題で、日臨技

企画、熊臨技企画、ランチョンセミナー10社とな

り、企業展示は40社でした。 

教育講演は山陽女子短期大学准教授 楾清美先生

による「臨床検査技師の国際化～ラオス人女性への

健康改善活動からみえた今後の課題～」と題し講演

をいただき、文化講演は聖粒会慈恵病院 蓮田太二

先生から「こうのとりのゆりかご～運営11年を経て

～」と題し講演をいただきました。蓮田先生の講演

は地元紙にも紹介されました。日臨技企画は「教育

制度の改革と臨床実習のあり方」をテーマに宮島喜

文会長が今後の日臨技の方針と私たち現役世代の役

割について熱くお話しされました。また学生フォー

ラムでは「臨床検査技師の未来」のテーマで椙山副

会長と現役大学生３名によるシンポジウムが行われ

会場を巻き込んでの討論が行われました。 

熊臨技企画  

コミュニケーションスキルアップセミナー  

今回、九州支部学会初の試みとして熊臨技企画①

会員参加型のワークショップを行いました。やまし

た甲状腺病院の猪俣啓子先生による「コミュニケー

ションスキル」について講義があり、事前に応募し

た会員120名がプログラムに沿って医療者として身

につけたいノンテクニカルスキルについて学び、体

験をしまいした。その講義の様子を多くの会員が観

覧され、関心の高さが伺えました。 

情報交換会も200名を超える会員に参加していた

だき、アトラクションではロサンゼルス在住で熊本

県出身のフラメンコダンサーの舞踊があり、最後に

は会員もステージに上がってみんな一緒に踊るとい

うことになり、おおいに盛り上がりました。 

 最後になりますが多くの関係者に支えられ無事に

学会を終えることができました。九州各県の会員、

賛助会員の皆様、展示いただいた企業の皆様、また

実行委員、実務委員として活躍していただいた熊本

県臨床検査技師会の皆様に感謝申し上げます。 

（編集後記）今年もあと僅かとなりました。神戸では25年続く「神戸ルミナリエ」で混み合ってます。 

神戸ルミナリエは、阪神淡路大震災犠牲者への鎮魂の意を込めるとともに、都市の復興・再生への夢と希望を託し

て、大震災の起こった平成７年の12月に初めて開催されました。以来、震災の記憶を後世に語り継ぐとともに神戸

の希望を象徴する行事として開催されています。昨年は343万人もの来場がありました。私も阪神淡路大震災の被

災者であります。近年毎年、大きな自然災害に見舞われてます。災害は他人事でありません。年末年始の休暇時に

再度、災害対策や災害時に人として、臨床検査技師として支援できることを考えてみましょう。    （綿貫） 


