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深澤恵治 

P1 共催企画 第５回乳房超音波技術講習会開催報告 

P2 平成30年度 先駆的臨床検査技術研修会 第２回がんゲノム医療のための基礎講習会報告 

全国「検査と健康展」2018 各地からの報告 最終回 
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共催企画 

平成31年１月19日（土）、20（日）に第５回となる乳

房超音波実技講習会が東邦大学医療センター大森病院に

て開催されました。本講習会は、NPO法人日本乳がん検

診精度管理中央機構（精中機構）教育・研修委員会との

共催で開催している事業です。最大の目的は精度の高い

乳がん検診を実施することです。それには、まず乳房の

解剖把握ができ、超音波診断装置の性能、画質調整が適

正であり、検査者が適切な走査を行うことが必要とされ

ます。この内容を網羅するための講義と実技指導がカリ

キュラムに組まれています。さらに検査者の力量が評価

される講習会でもあります。 

 本講習会では、全体での講義、講習の他に、ハンズオ

ンでは「画像評価と走査法」「いろいろな病変の超音波

画像・病変を見つけるコツ」「カテゴリー診断樹に即し

た診断法（腫瘤）（非腫瘤）」「鑑別診断と総合判定」 

の６グループに分かれ少人数でローテーションをしなが

ら講習が行われました。また、２日目後半には文章試

験、画像試験が実施されます。画像に関しては、スク

リーニング動画25問、病変部動画25問、病変部静止画50

問と非常にハードな試験となっております。その後、問

題の解答と説明が実施され、各個人の評価が行われま

後輩指導にも役立てたい 
阿部 加奈子（社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院） 

乳がん検診への注目が高まる中、当院でも検診の件数

が増加しており、乳房超音波検査について、より深く学

びたいと思い今回の講習会に参加しました。グループ講

習では自施設の超音波写真を持参し、撮影法や機器の設

定が適正であるか皆で議論したり、実際にファントムを

使用して、講師の方に走査法のアドバイスを受けたりし

ました。講義の内容が、非常に実践的だったのが印象的

です。また、カテゴリー判定や総合判定の講義では、提

示された写真の所見を口答することで、自分の判定の足

りない部分に気付くことができました。 

各施設の代表として参加している方も多く、質疑応答

の時間には活発な意見交換がされていました。２日間の

講習は内容が濃く、どれも今後の日常業務に活かせるも

のばかりでした。乳房超音波検査について教えていただ

いた先輩技師のおかげもあって、評価判定試験ではA判

定をとることができました。 

この講習会で学んだ内容を生かし、乳がん検診により

一層貢献し、後輩の指導にも役立てたいと思います。 

知識と技術を伝える 
神谷 亜矢子（東京北医療センター） 

 私は今回で２回目の受講でした。前回は、乳房超音波

検査を始めて間もない時で、まだ「腫瘤像形成性病変」

や「腫瘤像非形成性病変」という用語が使われていまし

た。あれから約８年が経ち、ガイドラインも第３版とな

りました。もう一度、基本から勉強したく再度受講をさ

せていただきました。 

 ２日間、非常にタイトなスケジュールで進むのは以前

と変わらず、変わったと感じた所は画像の良さです。グ

ループ講習の「画像評価」では、８年前はサーマルペー

パーで画像を持参する施設も見られましたが、今回は電

子媒体で持参する施設ばかりでハード面でかなり設備が

整っていると感じました。また、参加されている技師さ

んたちが撮る画像の技術も非常に良くなっていると感じ

ました。恐らく、教えて下さった先輩方がこの講習会を

受講され、知識はもちろん技術も学び、無駄のない綺麗

な画像、説得力のある画像を日々の検査で実践され、そ

れらが現場で浸透しているからだと思います。私自身も

今回学んだことは、現場で実践し教える立場としても後

輩に伝えて行きたいと感じました。 

す。結果がA判定、B判定の方は十分検診業務に対応でき

ると評価されます。 

 是非、臨床検査技師がこの認定を取得して乳がん検診

の精度を高めていただきたいと思います。その結果とし

て、乳がんによる死亡率減少効果を高めることに寄与で

き、社会的貢献できると確信しております。今後、女性

の臨床検査技師がもっとも活躍できる部門の一つに乳が

ん検診における超音波検査があると思います。全国各地

で乳がん検診において活躍できる検査技師が増えること

を期待し、今後も、精中機構のご協力とご指導をいただ

きながら当会主催で本講習会を継続していきます。さら

に、各県の技師会の皆様の協力が得られる場合は地方で

の開催も実現すると思いますので、ご協力のほどをお願

い申し上げます。 

（担当理事 山本 幸治） 
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平成30年度 先駆的臨床検査技術研修会 

平成30年度先駆的

臨床検査技術研修会

として「第２回がん

ゲノム医療のための

基礎講習会」を平成

31年２月３日（日）

ベルサール神田（東

京都千代田区）にて

開催いたしました。この講習会は近い将来、臨床検査技

師の新しい職域として拡大していく分野と考え「がんゲ

ノム医療への関わり方」をテーマとし、進歩著しいゲノ

ム医療に焦点を当て、臨床検査技師の今後に一石を投じ

るものと思われます。急な募集にも関わらず92名の参加

を集めることができ、関心の高さを感じました。 

講演は、東京大学医学部附属病院 地域連携推進・遠

隔病理診断センター 佐々木毅センター長から「がんゲ

ノム医療に伴う個人情報保護・倫理について」、認定遺

伝カウンセラー 井原千琴氏から「患者・家族対応の基

本について」、北海道大学 畑中豊特任准教授から「遺

伝子パネル検査の基礎知識」、当会 滝野寿専務理事か

ら「がんゲノム医療コーディネーターの概要につい

て」、埼玉県立がんセンター 赤木究部長から「遺伝性

腫瘍・二次所見の概要について」を、それぞれご講義い

ただき、非常に充実した内容となりました。 

近年の医学の進歩によって、個々の遺伝的変異がどの

ようなメカニズムで、どのような病気の発症に関わって

いるのか、また、臨床検査結果がどのように影響を受け

るか等、多くの情報が解明されてきました。さまざまな

腫瘍において、分子標的治療薬が臨床応用されており、

それに伴い治療の適否における遺伝子診断の重要性はま

すます高まっています。遺伝子変異、融合遺伝子等を指

標とした個別化医療が日常的に行われるようになるに

は、それほど時間を要さないと思われます。 

平成27年、政府の「健康・医療戦略推進会議」のも

と、「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスク

フォース」が設置されました。これによって疾患領域ご

とに必要な医療提供体制を踏まえた人材育成のために、

がんゲノム医療コーディネーター養成研修事業の開催と

なりました（厚生労働省が公益社団法人日本臨床腫瘍学

会へ委託）。受講対象は、がん診療連携病院等でがんゲ

ノム医療に係る看護師、薬剤師、臨床検査技師等の医療

従事者とされています。本講習会は、腫瘍学会が行う研

修会を受講する前に身につけておきたい内容を網羅し、

開催いたしました。 

がんゲノム医療コーディネーターは、がんゲノム医療

中核拠点病院および、がんゲノム医療連携病院において

患者に遺伝子パネル検査の説明を行う役割や、遺伝子パ

ネル検査にて二次的所見が見つかった場合に、遺伝カウ

ンセリングに繋ぐ役割があります。特に、遺伝子パネル

検査に関するカウンセリング業務は、患者と直接対面す

ることが少ない臨床検査技師にとっては苦手な業務で

す。パネル検査の説明をするだけでなく、説明の対象者

となる方の人権や個人情報を守りつつ、倫理性に配慮し

た検査を適切に遂行するための補助ができる必要があり

ます。さらに、パネル検査結果に基づく治療・効果につ

いての理解も深めていかなくてはなりません。 

今回の講習会では、がんゲノムに関する広い基礎的な

知識や、患者に接するためのコミュニケーション能力の

研鑽等、非常に受講者にとって有意義な内容であったと

思います。今後も、このような先駆的なテーマを積極的

に企画していきたいと思っています。 

専務理事 滝野  寿 

専務理事 深澤 恵治 

藤原 悠基（伊勢崎市民病院 ） 

この度、第２回がんゲノム医療のための基礎講習会に

参加しました。私が数年前に遺伝子関連検査に関する一

般の人々の意識調査を行った際、多く寄せられた意見が

「遺伝子検査はがんの治療や早期発見につながるのでは

ないか、そういった研究をしてほしい」といったもので

した。現在は、がんに関連する学会が力を入れるだけで

なく厚生労働省が遺伝子パネル検査を保険適用と認める

であろうという状況から、遺伝子関連検査は重要な検査

項目となる（なっている）と考えます。このようにがん

医療がゲノムに力を入れる中で、臨床検査技師が現在何

を担っているのか、将来どのような役割を担えるのか学

びたいと考え、この講習会に参加しました。 

 講義内容は基礎講習会という名の通り、ゲノム情報を

含んだ倫理から遺伝子パネル検査の原理と方法、患者・

家族対応まで幅広く、そして欠かすことのできない項目

を学習・復習することができました。勤務病院はゲノム

医療に携わる機会が少ないですが、将来に向け勉強を続

けていきたいと思います。このような講習会を設けてい

ただきありがとうございました。 

山口 大（滋賀医科大学医学部附属病院） 

第２回がんゲノム医療のための基礎講習会を受講しま

した。朝から夕方まで隙間なく講義が組まれた１日でし

たが、終了時に凄い疲労感に襲われると同時に有意義な

時間だったと感じました。内容は、がんゲノム医療コー

ディネーターの概要からがんゲノム医療コーディネー

ターに必要な倫理や法律、遺伝子パネル検査、遺伝性腫

瘍や二次的所見、そして我々臨床検査技師が苦手とする

ことが多い患者・家族対応について、それぞれの専門家

の先生方が短時間に要点をギュッとまとめて講演してく

ださいました。特に、私は患者さんと直接接することが

少ない部署のため「がんゲノム医療コーディネーター」

に求められる一挙手一投足までに気を配る方法について

感銘を受けるとともに、いかに難しいかということを感

じました。これから、がんゲノム医療コーディネーター

研修を受けるためにも、さらなる知識や技術の修得が必

要と感じました。 



（編集後記）これからの季節、多くの教育施設で卒業式、入学式が行われます。大阪のある教育施設で先生が

80名ほどの卒業生の名前を暗記して間違えずに、時には感極まって泣き声になりながら読み上げる光景にはい

つも感銘を受けます。卒業式になれば担任の先生は一人ひとりを充分把握していますが、入学式でも同じスタ

イルで行うため先生方の緊張はピークに達するそうです。皆さんはどんな入学式や卒業式だったか覚えていま

すか？この時期思い出してみてはいかがですか。                      （竹浦） 
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 300名を超える来場があり

賑やかなイベントとなりまし

た。健康チェックでは血管年

齢、骨密度、肺活量、簡易Hb

測定、物忘れ相談を実施し、多くの方から「大変良かっ

た」と回答いただきました。技師体験では、細胞・血液

等の顕微鏡観察、超音波で果物ゼリーの種類を当てるク

イズ、白衣試着を行いました。興味津々で顕微鏡を見た

り、真剣にエコーの画面を見る姿もあり、楽しんで検査

技師を知ってもらうことができたと思います。 

（富山県臨床検査技師会 長沢 昌恵） 

12月１日（土）イオン

モール高知２Fイオンホー

ルにて「検査と健康展」

を開催しました。新聞広

告や会場のホームページ等を見て176名が来場されまし

た。会場では健康チェック（骨密度、肺年齢、簡易血

糖、貧血検査、頸動脈エコー）、DVD上映、パネル展

示、パンフレット配布、医師による健康相談を実施しま

した。ショッピングモールで行ったため、検査にあまり

興味のない方にも参加いただき、臨床検査技師の存在を

アピールでき、検査結果に関心を持っていただけまし

た。このイベントを通じて健康への意識が高まったと思

います。 

（高知県臨床検査技師会 近藤 昇子）  

 12月2日（日）に「検査と

健康展」を秋田市市民交流

センタープラザ アルヴェで

開催しました。実施日の２

週間ほど前から問い合わせが増え、当日は開始前から多

くの方が並び、この催しが県民に徐々に知られてきてい

ていると感じました。 

 一方、待ち時間が長ことから予約制を望む声が出る

等、本来の趣旨から離れた受け止め方をされ、無料で検

査を受けられる機会として、来場者が過熱気味になった

ことから、当日は受付を150名で打ち切ることとなりま

12月２日(日)に横浜SOGO

地下２F前の新都市プラザ

にて「検査と健康展」を開

催しました。 

今回私たちは頸動脈エコー検査、認知症検査、ミニ講

演（メタボリックシンドローム・認知症・動脈硬化）、

リーフレット配布、医師による検査説明･相談を行いま

した。リーフレット300部が開始約１時間で残り僅かに

なり、市民の皆さんの健康意識の高さには驚きました。

また、頸動脈エコー体験では今まで病院に行っておら

ず、今回初めてplaqueが見つかった方もいらっしゃいま

した。検査だけでなく、その後の医師の説明も充実して

いた結果だと思い、チーム医療の大切さを感じました。

このイベントをきっかけに自分自身の生活態度を見つめ

直し、身体をいたわり、日々少しずつの努力をしていく

ことが健康で長生きに繋がるのだと思いました。 

（神奈川県臨床検査技師会 塚越 由紀子） 

 12月 9日（日）に福知山

市において「検査と健康

展」を開催しました。福知

山市での開催は今年で４年

連続４回目となり市民の認知度も少しずつ上がってきて

います。当日は頸動脈エコーやCAVI、もの忘れ相談プロ

グラム等の検査体験をしていただきました。また実際に

顕微鏡を覗いて、がんの標本を見てもらったり、乳腺模

型を使って乳腺自己チェックの仕方を体験していただ

き、がん早期発見の重要性もお話ししました。中高校生

向け臨床検査技師の職業紹介コーナーでは、今話題の清

水茜さん原作『はたらく細胞』（講談社）のコミック本

と顕微鏡、血液標本を並べ来場者の方に興味を持ってい

ただきました。臨床検査のおもしろさに魅せられた学生

さんも多くいたと思います。 

（京都府臨床検査技師会 小澤 優) 

した。秋田県の状況を考えると、無料で検査機会の提供

することと、臨床検査技師という職業への理解を深めて

いただくこととのバランスをどうとるかが課題だと感じ

ました。来年は中央会場として開催されますので、より

よいものになるよう準備していきたいです。 

（秋田県臨床検査技師会 佐藤 多佳子） 

平成30年度開催の報告は今回で最終回です。全国でご協力いただいた会員の皆様ありがとうございました。 


