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深澤恵治 

P1～P2 平成31年政経セミナー・情勢報告会・賀詞交換会・全国幹事連絡会議を開催 

P3 平成30年度先駆的臨床検査技術研修会 第５回 遺伝子・染色体研修会開催報告 

P4～P5 全国「検査と健康展」2018 各地からの報告 第５回 
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【参議院議員 宮島よしふみ政経セミナー】 

～自身の国政報告と 

塩崎元厚生労働大臣による講演会～ 

参議院議員宮島よしふみ政

経セミナーが１月25日（金）麹

町のホテルルポール麹町で開催

されました。代表発起人として

清和政策研究会の細田博之会長

の挨拶に続き宮島よしふみ参議

院議員による国政報告、特別講

演として衆議院議員の塩崎恭久

元厚生労働大臣の講演がありました。 

国政報告では現在自由民主党厚生労働部会副部会

長、参議院厚生労働委員会委員等に所属し、昨年末に

は党役員の改選において、参議院自由民主党国会対策

委員会副委員長を拝命、環境委員会の担当を始め、沖

縄・北方特別委員会理事、行政監視委員会理事も務

め、社会保障制度の政策実現だけでなく、国会運営に

ついても真剣に取り組んでいるとの報告がありまし

た。 

また、それに続いて塩崎元厚生労働大臣からは、

日本とドイツ・アメリカ等の医療提供体制（平均在院

日数、国民1,000人あたりの病床・医師・看護師数、

100床当たりの医師・看護師数）について比較した結

果の説明、「保健医療2035」提言書のポイントの説

明、がんゲノム医療への取り組み、医療法の一部を改

訂する法案、働き方改革実行計画をふまえた検討会の

取りまとめについての進捗状況等、現在塩崎元厚生労

働大臣が積極的に関与されている話題なども含めてご

講演いただきました。特に印象的な言葉としては、臨

【盛大な賀詞交換会】 

 本年は「宮島よしふみ政経セミナー」に続き、皆

様に参議員会館に移動していただき、当会の都道府県

幹事および都道府県会長を中心とした情勢報告会～技

師連盟総会、国会見学を経て、霞が関の霞山会館にお

いて、平成31年日臨技賀詞交換会が開催されました。

当日は国会議員９名、厚生労働省４名を含む招待者58

名や賛助会員、支部幹事・都道府県会長等、総勢250

名ほどのご参加を得て、盛大に開催されました。 

 冒頭、当会代表理事の長沢副会長の開会宣言後、宮

島会長の挨拶、伊達忠一参議院議長、臨床検査関係を

代表として日本臨床検査所協会の江川会長にご挨拶い

専務理事 深澤 恵治 

床検査技師によるタスクシフトの推進のために、まず

臨床検査技師ができることから取り組みを始めるこ

と。また、法律を変えなければできないことは様々な 

職種・行政等と議論を重ね、深めていくことが必要と

助言をいただきました。大変わかりやすい講演で、

200名以上の参加者にとっても内容も濃く大変有意義

なセミナーとなりました。 
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【全国幹事連絡会議の開催】 

 平成30年度全国幹

事連絡会議は１月26

日(土)、全国から日

臨技幹事、日臨技理

事が出席して、日臨

技会館にて開催され

ました。この全国幹

事連絡会は、全国からの生の声をお聞きする貴重な会

議であります。 

 宮島会長から「議決する会議ではないが、より良い

意見交換の場としたい」との挨拶があり、その後、平

成31年度事業計画の重点課題等、事業の骨格について

説明がありました。 

 引き続き、平成31年度事業計画(案)の概要につい

て、代表理事横地常広副会長および各担当執行理事か

ら新規事業及び重点事業を中心とした具体的な説明を

行うとともに、幹事並びに都道府県技師会への協力を

求め、出席した皆様方から、新規事業等に対する質

問、要望を受けました。                      

 また、会計担当の千葉正志執行理事から、都道府県

技師会が平成31年度予算編成を行う上で重要となる日

臨技の助成事業について、新規事業並びに予算の大枠

を提示いたしました。 

 この会議を含めて、これまでは当会の事業に対する

苦情や要望が多かったのですが、今回は出席者の積極

的な姿勢が窺える建設的な意見が出る等、会議全体の

雰囲気も変化してきました。 

 貴重なご意見を頂戴いたしましたので、今後の事業

計画等に活かして行きたいと考えています。         

■2019年度年会費の振替日は２月27日（水）です！ 

・前日までに当会年会費および入会都道府県会費の合算された金額を口座にご準備ください。 

・１月10日（木）以降に口座変更の手続きをされた方は、2019年度分は変更前の口座から振替されますのでご注意ください。 

 ※ご提出いただいた「口座振替依頼書」は2020年度会費の振替時より適応となります。 

 ※ご自身の振替口座は会員専用ページからご確認いただけます。 

・領収書は３月中旬より会員専用ページから出力可能となります。 

・１月31日（木）以降に2018年度内の退会手続きをされた方で、年会費の自動振替が行われた方には年会費が返金されます。 

 当会ＨＰより「返金願」をダウンロード、ご記入のうえ事務局までご郵送ください。 

 ４月中旬より随時返金いたします。 

 ※都道府県技師会のみを退会された方は、該当の都道府県技師会に直接お問合せください。 

ただきました。さらに、参議院議員 古川俊治先生、

衆議院議員 三ツ林裕巳先生からご挨拶を賜り、厚生

労働省 吉田学医政局長、樽見英樹保険局長、医療界

を代表して、日本医師会 江澤和彦常任理事の方々か

らも心温まるご挨拶を頂戴いたしました。その後、日

本病院会 相澤孝夫会長の乾杯の音頭で祝宴に入りま

した。 

 引き続き、国会議員の代理出席者

の紹介、さらに本年年７月に実施さ

れる参議院通常選挙（比例区）に立

候補予定の小川しんじ氏の紹介と挨

拶があり、その後、暫くの間ご歓談

いただき、和やかな雰囲気の中で出

席者の交流が行われました。中締め

として日本衛生検査所協会 久川芳三

副会長のお言葉をいただき、続いて当会代表理事横地

副会長の締めの挨拶と、盛会のうちに閉会いたしまし

た。本事業は国政、行政、業界関係者が一堂に会する

年次行事として定着しつつあると実感しています。 

小川しんじ氏 

古川 俊治 

参議院議員 

伊達 忠一 

参議院議長 

三ツ林 裕巳 

衆議院議員 
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平成30年度先駆的臨床検査技術研修会 

 平成31年１月13日（日）、14（月）の２日間「第５回遺伝子・染色体研修会」を京都保健衛生専門学校にて

開催しました。今回は「遺伝子染色体検査の基礎とがんゲノム医療の実装」をテーマとし、遺伝子染色体検査

の基本的な操作技術、質の高い検査を行うために必要な知識の習得と、近年、関心の高まっている「がんゲノ

ム医療」の最新情報や今後の動向について実習と講演を行いました。また、国が主導する本分野の整備と推進

事業の現況、将来展望、課題についての講義も行い、これからの遺伝子染色体検査の拡充と精度向上を目指す

内容となりました。 

 参加された受講生からの感想をご紹介します。 

水野 佳子 （聖路加医学生物学研究所） 
 １月13日、14日京都で行われた、研修会に参加い

たしました。初日は実習と座学、２日目は座学、朝か

ら夕方まで行われ、夕方にはやや放心状態になるくら

いボリューム満載の内容でした。 

 実習は１ステップ１ステップ手順を確認しながら、

また理解度も確認しながら丁寧に進めていただけ、未

経験者でも分かりやすく、身に付くよう考えていただ

き充実した実習でした。座学は遺伝子の現状から精度

管理、人材教育まで幅広く講義いただきました。様々

な施設から参加者がありましたので、各々が問題とし

ている内容の質問が上がり、皆同じような問題を抱

え、悩みながら進んでいるのだと感じました。 

 懇親会では普段お会いする機会のない方とも繋がる

ことができ、様々な話題に花が咲き、いい関係を築く

ことができました。 

 このような研修を通じて学び、人との繋がる機会を

いただけたけ、実りある時間となりました。是非、ご

興味ある方はご参加されてみてはいかがでしょうか。 

中西 太（JCHO 中京病院）  

近年の医療法改定による遺伝子関連検査の新設、

精度確保に関わる責任者確保の要求等、検査室全体が

遺伝子関連検査を避けて通れない道であると痛切に感

じ、この研修会に参加しました。 

今回の実習「RNA抽出と逆転写反応で作成したcDNA

を用いたRT-PCRによる遺伝子解析実習」では、確実な

ピペットチップの付け方、コンタミネーションを防ぐ

チップの外し方、片手でマイクロチュ－ブの蓋を外す

危険性、DNAクリーンアップカラムへの検体分注時の

正しい滴下位置、カラム管壁への残留液による影響、

サーマルサイクラーにかけるサンプルチューブに記入

する識別記号の消えにくい部位、プライマーや抽出

DNA、RNAの保存条件等、各工程において正確な検査を

行うために必要な細かな手技の説明があり、実際に体

験することができました。これらの内容は正に微量な

サンプルから高感度な検査が可能である遺伝子検査の

メリットを最大限に生かすために不可欠といわれる、

基礎原理の理解、実験手技の習熟、適正なコントロー

ルの設定を理解し、実践することと一致するものばか

りでした。 

ここで得られた体験を、今後の業務に生かすよう

努力したいと思います。また、このような機会があれ

ばぜひ次回も参加したいと思いました。 

実習の様子 

◆研修会内容◆ 
【１月13日】 

Ⅰ.実習  

RNA 抽出と逆転写反応で作成した cDNA を用いた 

RT-PCR による遺伝子解析実習  

サーモフィッシャーサイエンティフィック 

ライフテクノロジーズジャパン株式会社 白神 博  

実務委員 

Ⅱ.教育講演 

がんゲノム医療で求められる遺伝子関連染色体検査の 

精度保証について  

日本臨床衛生検査技師会常務理事 丸田 秀夫  

Ⅲ.特別講演 

がんゲノム医療の社会実装の現状と課題  

京都大学医学部附属病院 腫瘍内科 武藤 学  

【１月14日】 

Ⅳ.講義 

①遺伝学的検査と遺伝カウンセリング  

千葉大学医学部附属病院 宇津野 恵美 

②遺伝子関連検査の人材育成 

株式会社エスアールエル 検査統括部 中條 聖子 

③遺伝子検査の精度保証～ISO15189 取り組みを通して～ 

京都大学医学部附属病院 検査部 庄司 月美 

④核型記載のルールと臨床評価 

株式会社ビー・エム・エル総合研究所染色体検査課 園山 政行  

Ⅴ.「認定臨床染色体遺伝子検査師」の受験対策  

山口大学医学部附属病院検査部 岡山 直子  

筑波大学附属病院検査部 南木 融 

株式会社ビー・エム・エル 園山 政行 
 

（敬称略）  
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 滋賀県臨床検査技師会では11

月 18日（日）、今年もイオン

モール草津にて「検査と健康

展」を開催しました。今年はア

ニメ『はたらく細胞』とコラボ

させていただき、キャラクター

にその細胞の説明をつけたぬり

えを作成し、会場でアニメを上映しました。 

 お子さんの検査体験では尿検査試験紙で無色の飲み

物の糖濃度を測定してもらい、超音波診断装置では、

中身を見えなくしたフルーツゼリーや糸こんにゃく、

うずら卵水煮などにプローブを当てて、実際には目で

見えないものが観察できることを体験してもらいまし

た。また、顕微鏡コーナーでは、自分の口腔内の細胞

をその場で染色して観察し、『はたらく細胞』に登場

した血液細胞や細菌を実際に鏡検してもらいました。 

 大人の方には簡易貧血検査や簡易認知症検査を体験

していただきました。検査を体験することで自分の健

康に関心を持つきっかけになったのではないでしょう

か。体験の検査結果や日常の健康診断の結果等、気に

なることを臨床検査専門医の先生に熱心に相談されて

いる姿が見られました。がん検診啓発コーナーでは大

腸がんクイズラリーなどで多くの方に検診の大切さを

お伝えしました。 

 本年も多くの県民の皆様が参加され、また、多くの

会員の方にお手伝いいただき、盛況に終わることがで

きました。 

（滋賀県臨床査技師会 清水 陽子）  

 11月18日（日）、防府

市にあるイオン防府店に

て「検査と健康展  in  

山口」を開催しました。

開催時間は10時～15時

で、項目ごとに各50名の定員制とし、整理券を配布し

ました。例年は受付開始から徐々に増えていっぱいに

なっていましたが、今年は立ち上がりは人がまばら

で、一人入るまではなかなか近寄っていただけず苦戦

しました。しかし、正午になるころには徐々に人も増

え、項目によっては追加測定を実施するほどでした。 

 検査技師の仕事を紹介するミニ公演はブースの外に

も聞こえるように配慮しました。その効果のほどは分

かりませんが、今後も工夫を凝らして予防啓発と臨床

検査技師への正しい理解を持ってもらえるようにした

いと思います。 

（山口県臨床検査技師会 早木 弘斉） 

佐賀県臨床検査技師

会では、これまで「検査

と健康展」に公開講演を

企画し、講演内容に合わ

せた健康チェックを行ってきました。今年は気楽に立

ち寄っていただくために商業施設ゆめタウン佐賀にて

開催しました。 

来客層がお子様から大人までという会場に合わ

せ、臨床検査を楽しんでいただけるよう、健康チェッ

ク（肺年齢検査、物忘れ検査、肌年齢検査） 臨床検

査の紹介（エコーにて観察、顕微鏡で観察）を企画し

ました。多くの方に来場していただき、実務委員と一

緒に、全国「検査と健康展」を楽しんでいただけたと

思います。来場者からも大変好評で、来年開催への励

みとなりました。 

臨床検査技師が公共事業へ参加することで、県民

の健康への貢献、また、臨床検査の認知度向上ができ

たと思います。 

（佐賀県臨床検査技師会 内田 尚美） 

11月23日（金・祝）、新潟

市のイオンモール南にて全国

「検査と健康展」が開催され

ました。 

 寒さが厳しい中での開催で

はありましたが、16名のス

タッフで運営し、約400人の

方に来場いただきました。血管年齢測定：340件、ア

ミラーゼ検査ストレス検査：200件、顕微鏡体験：30

名の検査体験が行われました。小中学生には話題の

『はたらく細胞』効果もあり、血液細胞の顕微鏡観察

の体験が好評でした。また、検査に関心のある方も多

く「血管年齢が測定できるの？」と並び始める方もい

らっしゃいました。市民の方々を待たせてしまうこと

があったものの、大きな混乱もなく、無事終了するこ

とができました。日々の健康管理の大切さを知る、良

いきっかけになったと思います。 

（新潟県臨床検査技師会 坂西 清） 



Vol.25No.4                会報JAMT ホームページ掲載                   平成31年2月15日号 

（編集後記）２月（如月）という言葉は寒さのために更に着物を重ねて着るので「衣更着」という説があるといわ

れています。この冬は気象庁の長期予想ではエルニーニョ現象の影響で暖冬というわけでしたが、年末からの冬将

軍による厳しい寒さでは毎日コートの襟を立て、寒さのために着物を重ねて着て通勤する日が続いています。ま

た、インフルエンザの流行も都心を中心に依然として爆発的な流行が続いています。先日、開催された当会の賀詞

交換会の後で複数の方から感染者の報告がありました（もしや日臨技でパンデミック！！）。寒ければ寒いなりに

楽しむ方策もありますが、まだまだ厳しい寒さが続きます。皆様くれぐれもご自愛召され。      （深澤） 

 11月23日（金・祝）に

大分銀行宗麟館の会議室

を借りて全国「検査と健

康展」を実施しました。

大分県では「国民文化祭」の開催時期と重なったた

め、昨年と同じ会場が借りられず、少し狭い会場でし

たが参加者は139名とまずまずの市民に参加いただき

ました。開催前から問い合わせが多くあり、健康への

関心の高さが伺えました。当日も開始早々から検査体

験に多くの市民が集まり、検査結果から健康相談や栄

養相談を受ける方も多く、年１回の健康診断を受ける

必要性を啓蒙できました。 

（大分県臨床検査技師会 国原 久典） 

 全国「検査と健康展」を11

月24日(土)に、三重県文化会

館にて行いました。新聞に広

告を掲載し、市公報と共に折

り込みチラシを入れ、市民の

皆様に周知した結果、250名

以上の方が来場さました。技

師会スタッフは36名で、朝８

時から準備し10：00～15：30まで無料健康チェック

を行いました。 

 内容は血管硬さ測定、頸動脈超音波検査、骨密度

測定、物忘れ相談プログラム、各部門別のパネル展

示、顕微鏡によるがん細胞顕鏡コーナーも設けまし

た。検査後には検査説明・相談や地区医師会の協力

で医師相談コーナーも設け好評でした。頸動脈超音

波検査は、当日整理券を配布して検査を行いました

が、整理券配布前に朝から長蛇の列ができ、限定140

枚の予約券はあっという間に無くなり、広報活動の

効果が伺われました。他の検査は来場者の希望する

すべての検査を行うことができました。また、中学

生や高校生も足を運んでくださり、臨床検査技師の

仕事を見てもらい、次世代へのアピールもできまし

た。この様に地区医師会の協力も仰ぎながら健康へ

の啓発活動を続けることが、三重県臨床検査技師会

の更なる飛躍に繋がると思われ、これからも多方面

での活動を活発に行っていたいと思います。 

（三重県臨床検査技師会 中西 繁夫） 

広大な面積を持つ岩手

県において、これまで巡

回形式で行ってきた「検

査と健康展」の記念すべ

き県内一周達成となる第

４回目を二戸市で開催しました。会場の二戸ショッピ

ングセンター ニコアの掲示板を使用て告知を行い、

雪がちらつき寒さ厳しく非常に冷え込む悪天候の中で

したが、参加者は102名と多くの方に来場していただ

きました。来場者の皆さんがとても真剣に検査を受け

ていたのが印象的で、来場者からは「この健康展に来

てよかった」との感想をいただきました。また、キッ

ズコーナーでは多彩なバルーンをスタッフが作成、配

布し、いろとりどりのバルーンを持った子どもたちが

ニコア内に溢れました。 

盛岡地区と北部地区の会員の共同運営でしたが、初

顔合わせの面々でも検査技師の優れた団結力を見るこ

とができました。 

（岩手県臨床衛生検査技師会 川村 将史） 

 12月２日（日）に関

市わかくさプラザで

「検査と健康展」を開

催しました。昨年同様

に関市のいきいきフェスタへの参加で、当日は400名

の市民が受付をされ、それぞれ各部門の企画した検査

を体験したり、パネル展示説明を興味深く聞かれた

り、臨床検査専門医会の先生の健康相談を受けていま

した。「検査と健康展」は市民の皆さんに臨床検査や

検査技師の仕事を知っていただくきっかけであった

り、健康に関する情報提供の場となるため、各担当者

は熱心に対応していました。 

 また、今年は臨床検査技師を目指す大学生の皆さん

に技師会の各部門に入っていただき、一緒に活動する

ことができました。お互いに良い刺激になったのでは

ないかと思います。 

 来年もまた、楽しめる「検査と健康展」になるよう

企画して行きたいと思います。 

（岐阜県臨床検査技師会 澤野 晴夫） 


