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2019年度 日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会  
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深澤恵治 

P1～P2 共催企画 第６回乳房超音波技術講習会開催報告 

P3 令和元年度 認定認知症領域検査技師 JSDP技師講座（第8回米子研修会）を開催 

P4 青雲の士、永遠の旅立ちへ―元日臨技会長岩田進先生への追悼― 
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検体採取等に関する厚生労働省指定講習会は予定通り今年の12月に終了となります。 
 

まだの方はお早めに受講してください。 

「会員加入保険」の感染見舞金制度がさらに充実しました。 

入院見舞金・死亡見舞金に加え通院見舞金・後遺障害見舞金が新たに追加されました。 
詳しくは日臨技ホームページをご確認ください。 

令和元年７月20日（土）・21（日）に第６回乳房超

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。近年、がんの死亡数

と罹患率は人口の高齢化をおもな要因として増加して

いるのが現状であります。女性の場合罹患数がもっと

も多い部位は乳房であり、私たち臨床検査技師の業務

のなかで、国民の健康維持のためと乳がん撲滅に向

かって精度の高い乳がん検診を実施することが必要と

されています。それは、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

者は適切な走査が可能である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、講習のほかにハンズ

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す。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

となり、各個人の評価結果が行われます。A判定、B判

共催企画 

の方は十分検診業務に対応できると評価されます。是

非、臨床検査技師の方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。 

 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

方々が増すことで、乳がんによる死亡率減少に寄与で

き社会的貢献ができると確信しております。 

今後も、日臨技主催で精中機構のご協力とご指導を

いただきながら本講習会を継続していきたいと考えて

おります。 

参加者を代表して２名の方に感想をいただき次ペー

ジでご紹介します。 

（担当理事 山本 幸治） 

写真上：全体講習 

写真右：グループ講習 
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酒井 忍（東京都がん検診センター） 

 東京都がん検診センターに異動して２次検診(精密

検診)に携わってから、精中機構の乳房超音波講習会

やカテゴリー判定のことを知りました。精中機構共催

の乳房超音波技術講習会には以前から参加を希望して

いましたが、申込４回目にして受講することができま

した。 

 全体講習は、「超音波の基礎や組織特性」、「乳房

超音波検査用語」、「要精査基準とカテゴリー判定」

など、わかりやすい内容で知識の再確認ができる講義

でした。また、グループ講習の「カテゴリー診断に即

した診断法」では、映し出された画像の疾患名やカテ

ゴリー判定を答えていくときに悩んでいると、講師の

方の助言により正解へと導いていただけて考え方の勉

強になりました。 

 さらに、持参した乳腺超音波画像について評価やア

ドバイスをいただき、日々の超音波画像の描出および

判定に自信を持つことができました。乳房ファントム

を用いた走査法演習では、走査手技についての評価や

アドバイスを受け、自分の課題を明確にすることがで

きました。 

 知識の再確認と新たな技術の習得ができた非常に有

意義で実りのある講習会でした。 

稲田 有花（つくば国際ブレストクリニック） 

 乳腺専門のクリニックに勤務しており、いずれは挑

戦したいと思っていた講習会でした。受講希望者多数

のため受講することが難しいとうかがっていました

が、今回参加することができ、大変嬉しかったです。 

 丸２日間におよぶ講習会は、改めて乳腺疾患の基本

から教えていただけるプログラムになっており、大変

勉強になりました。 

 検査時には疾患名までを意識して検査を行っていな

かったのですが、講習会受講後はカテゴリー分類およ

び鑑別疾患まで意識して写真を撮ることでより深い検

査ができるようになったと思います。 

 私は臨床検査技師免許を取得してからまだ２年目で

すが、全国の乳房超音波のプロフェッショナルの方々

と共に講習会に参加させていただき、いろいろな刺激

をいただきました。 

 この２日間で学ばせていただいた様々なことを日々

の超音波検査業務に活かし、乳がんの早期発見、早期

治療に貢献できるよう、研鑽を積んでいきたいと思い

ます。 

◆ 7月20日（土） 
 

【全体講習】 

乳癌の基礎  

医療法人慶友会守谷慶友病院 乳腺科 梅本 剛  

検診の意義と精度管理  

湘南鎌倉総合病院 乳腺外科 田中 久美子  

主な乳腺疾患  

よしもとブレストクリニック 前田 奈緒子  

超音波の基礎と組織特性  

聖マリアンナ医科大学病院超音波センター 桜井 正児  

乳房超音波検査法  

湘南鎌倉総合病院 検査部 坂井 由紀子  

乳房超音波所見用語 （腫瘤） 

東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 

三塚 幸夫  

乳房超音波所見用語 （非腫瘤）  

聖路加国際病院 放射線科 河内 伸江  

要精査基準とカテゴリー判定  

湘南鎌倉総合病院 乳腺外科 田中 久美子 

 

【グループ講習ローテーション：前半】 

◆ 7月21日（日） 
 

【グループ講習ローテーション：後半】 

 

グループ講習内容 

①ハンズオン１：画像評価  

②ハンズオン２：走査法  

③いろいろな病変の超音波画像・病変を見つける

コツ  

④カテゴリー診断樹に即した診断法（腫瘤）  

⑤カテゴリー診断樹に即した診断法（非腫瘤）  

⑥組織特性に基づいた腫瘤の鑑別診断と総合判定 

 

 

【試験】 

①文章試験 

②画像試験 

 

【試験の解答・解説】 

 

 

 

（敬称略） 



 奥田 綾子（呉市医師会臨床検査センター） 

 今回JSDP技師講座をはじめて受講しましたが、浦上

先生の講演は２回目となります。１回目は、２年前広

島県呉市で開催された広島県医学検査学会の時です。

「認知症と向き合おう」と題したシンポジウムで、浦

上先生が基調講演されました。その時、私は検査技師

として認知症と関わってみたいと思いました。しか

し、検査センター勤務の私にとって日常業務はほとん

どが検体検査です。「私に何ができるのか？」と悶々

とした日々を過ごしながら、今回勇気をだして講座に

参加しました。講演の中で先生は「これまでの既成概

念にとらわれず、検査技師にしかできないことを見つ

けて、積極的にアプローチしていくことが大切です」

と述べられ、多職種の講師陣の方々も、地域に密着し

た色々な活動から始められていることを知り、私に

とって、とても有用な講習会でした。まずは認知症の

ことをよく理解して、いつかは認知症医療スタッフの

一員としてかけがえのない存在になれるよう頑張って

いきたいと思いました。  

 池田 智美（社会医療法人昌林会安来第一病院 ） 

 ７/20、21に鳥取で開催された研修会に参加させて

いただきました。１日目は、鳥取大学医学部浦上教授

より「地域包括ケアと認知症予防」についての講義、

多職種の講師の皆さんから地域での活動内容を講義い

ただきました。地域包括ケアシステムにおいても認知

症対策は重要であり多職種での関わりが不可欠である

ことを学びました。２日目は、認定資格の活用事例を

紹介していただいた後、グループワークを行いまし

た。日頃の悩みや早期発見のため多くの人に検査した

いなど活発な意見を聞くことができました。症例検討

もあり、様々な症状等患者の状態から認知症の可能性

を考え、適切な対応方法を選択することがスムーズな

検査に繋げるために重要であることを学びました。今

回の研修会は、認知症領域における臨床検査技師の活

動内容や対応力向上の重要性を改めて学ぶ機会となり

ました。また、全国各地の皆様と交流を深めることが

できとても嬉しく思いました。今後、更に認知症への

理解を深めよりよい患者対応ができるよう努めていき

たいと思います。 
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 認定認知症領域検査技師 第８回米子研修会が令和元年７月20日（土）・21日（日）に米子市の鳥取大学

医学部保健学科アレスコ棟にて開催されました。今回のテーマは「地域包括ケアシステムの理解、高齢者

医療における臨床検査技師の活動・対応力向上-認定認知症領域検査技師の活躍の場を増やすための理解を

導く-」とし、第１日目で認知症施策には一番に関与する地域包括ケアと認知症医療の進め方の理解を詳し

く学び、２日目に認定資格の活用事例、あるいは認知症領域への参画事例をもとにした報告と症例から学

ぶ実際の対応事例を討論形式として学んでいただきました。 

 当日は台風５号が長崎県に近づき、昨年の苦い思い出も過りましたが、受講者の熱意で会場方面への直

撃は免れ、主催者としては安堵したところです。以下に２名の方の感想を掲載いたします。 

（専務理事 深澤 恵治） 

◎ 7月20日（土） 
講演1 「地域包括ケアと認知症予防」 

日本認知症予防学会理事長 

鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 教授 浦上 克哉 

講演２「地域包括ケアシステムについて」 

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 吉野 知子 

講演３「生活支援・介護予防の取り組み」 

米子市福祉保健部長寿社会課 小椋 善文 

講演４「認知症初期集中支援チームの活動」 

伯耆町役場健康対策課生活相談室 有富 千帆  

講演５「鳥取県西部圏域における医療・介護連携構築事業の取り組み」 

鳥取県西部総合事務所福祉保健局健康支援課 木天 美智枝 

講演６「認知症カフェでの活動」 

熊本第一病院 新屋敷 紀美代  

講演７「暮らしに寄り添う臨床検査技師の取り組み」 

広島県廿日市市 地域支援員 黒木 真由 

講演８「地域包括ケアにおける多職種連携」 

市立宇和島病院 高村 好実 

   「総括」 

日本認知症予防学会理事長 

鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 浦上 克哉 

◎ 7月21日（日） 

●認定資格の活用事例、あるいは認知症領域への参画事例を 

もとにした報告およびグループワーク 
「病院内での活動」       森内脳神経クリニック 是枝 真由美 

「病院外での活動」          ＪＣＨＯ宇和島病院 原 正樹 

「臨床検査技師会での活動」        伊那中央病院 宮原 祥子 

「臨床検査技師会での今後の活動」       坂総合病院 阿部 武彦

-グループワーク、および各グループ発表- 

ランチョンセミナー 「認知症克服に向けた脳科学研究」 

東北大学加齢医学研究所老年医学分野 教授 荒井 啓行 

講演９「失語症の基礎とコミュニケーション～認知症と比べながら～」 

学校法人日本教育財団首都医校 小谷 朋子 
 

●症例から学ぶ実際の対応事例を討論 
-グループワーク、および各グループ発表- 

新東京病院 河野 正臣 

梶川病院 西野 真佐美 
 

（敬称略） 

参加者：82名、実務委員：8名 

写真左：グループワーク 

写真右：修了証授与 
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（編集後記）今年の夏も暑い日が続いています。テレビでは“熱中症”のニュースを日々見かけます。この

暑い季節を乗り切るためにも健康管理には十分気を配りたいものです。私の子供のころ（半世紀前）は、

クーラーなしで暮らしてました。地球の温暖化です。又、地震や降雨災害も近年ない年がありません。皆さ

ん、他人事ではありません、家庭、職場で災害の準備ができてますか。現在災害時対応として、地域、地臨

技、日臨技との連携を早急に準備してます。皆さん「備えあれば憂いなし」を心がけましょう。 （綿貫） 

青雲の士、永遠の旅立ちへ 
―元日臨技会長岩田進先生への追悼― 

 

日臨技第６代会長 佐藤乙一 
 

去る令和元年６月10日、午後自宅の電話呼出音がけたたましく鳴り響いた。受話器を取り上げると「こちらは日

臨技です。元日臨技会長の岩田進先生がお亡くなりになりました」と。静かに、しかし悲しみに充ちた女性の声。

「エ！岩田先生が？」あとは言葉にならなかった。実は前にも若干の情報はあったらしい。だが、この私も完全にノ

ドをやられたカゼ。声はまったく出なかった。そのためすべて手つかずの放任状態。したがって私に関する限り岩田

先生の情報は白紙だった。 

 かつてから体調が悪いとか、何か事故に遭遇したという情報も耳にしたことはない。そこで念のため岩田先生宅へ

お電話して確認。ご家族のお話「本人の強い意志と遺言で『葬式が済むまで他言しないで』」とのこと。聞けば先生

は「悪性の腫瘍」だったとか。そこで私は直ちにご遺族様に弔辞をお送りした。 

 岩田先生は生前つねに軽い笑を顔面に浮かべていたが、一方怒りの顔を見たことがない。それなるがゆえに日臨

技の中でも多くの人びとに好感が持たれ、甚大なる偉業を残したのであろう。 

 お酒は飲まなかったが、好酒家たる私共とのお付合いも嫌な顔1つ見せず夜遅くまでお付合いをしてくださったこと

を忘れることはできない。先生のお宅は東武の東上線霞ヶ関から西武線の航空公園までおいでになりとくに用件は

ないのに「あなたの顔を見に来た」といってお会いし、先生はお茶、私はビールでお互いに健康をたたえあったことも

いくたび。 

 あの飾り気のない心からの笑。もう見ることはできない。天国では何代かの元日臨技会長さん方が指定席を作っ

て待っていただろう。そう想像してみるだけでもありし日の岩田先生が眼前に浮び老眼を濡らす。 

 ご令兄も臨床検査技師だった。ところがその頃は日臨技も未熟時代。病院の種類別ではまとまっても企業別の

枠を超えた統一と団結というには程遠かった。この頃私どもは口では唱えた。「1人が100歩進より100人が揃って1

歩進もう」と。この走り出しが岩田執行部時代ではなかったか。歴代執行部の皆さんが大粒の汗をかきながら業績

を積み上げ、時代の流れによって大きく飛躍するため日臨技は走り続けてきた。 

 岩田先生、天国から見おろしてください。今の日臨技、将来へ向かっての日臨技、きっと休むことなく走り続けて

ゆくことでしょう。 

私どもあまり先ではなく天国でお遭いするときがくると思います。どうかその席を他に譲らないで待っていてください。 

先生のご冥福を心からお祈りいたします。 

さようなら。 

第６代会長 佐藤乙一名誉会員よりお悔やみのお言葉をいただき、原文ままを掲載いたします。 


