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P1～P2  令和元年度 災害派遣技師研修会開催報告 

P3～P4 全国「検査と健康展」2019 各地からの報告 第２回 

P5 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 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

令和元年度 

令和元年度災害派遣技師研修会を12月14日（土）、

15日（日）にテーマ「被災地での医療支援活動のため

に」として開催しました。今回は当会の災害対策とし

ての方向性等も提示しながら、実際の発災直後に派遣

される技師が取るべき行動や心構え等を盛り込み開催

いたしました。具体的な開催内容は以下の通りです。 

 

講義１：災害医療概論（支援として） 

講師：日臨技災害対策WG 委員長 森谷裕司先生 

DMAT隊員教育でも指導されている内容をもとに災害

医療、特に医療支援の基本的な考え方についての講義

を行っていただきました。 
 

講義２：被災地内で医療活動を行うために必要なこと 

～ロジスティクスを中心に～ 

講師：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 安部史生先生 

発災時にはDMATをはじめ、JMAT、日赤救護班、HuMA

等、多くの医療支援チームが現地で活動しており、当

会が臨床検査技師を派遣した場合、このような支援

チームと協働することとなります。本講義では円滑な

支援活動を実施するために不可欠なロジスティクロジ

スの基本についてご講義していただきました。 
 

講義３：台風15号による大規模災害を経験して 

～必要な支援とは～ 

講師：社会福祉法人太陽 安房地域医療センター 

小林健先生 

千葉県臨床検査技師会 副会長 三末高央先生 

昨年10月に発生した台風15号は関東地方南部を中心

に甚大な被害をもたらしました。特に千葉県南部は記

録的な強風による電柱倒壊等が多発し、そのための広

域な停電が長期にわたる被害となりました。本講義で

は、その台風被害の状況と千葉県臨床検査技師会会員

に向けたアンケート調査等も含めた講義としました。 

講義４：派遣準備から被災地入りまでに必要なこと 

講師：日臨技災害対策ファシリテーター 

末永利一郎先生 

発災時に医療者として何か支援をしたいという強い

衝動が発生しても、無計画に被災地支援に出発すべき

ではありません。実際に災害医療に赴く際に必要とな

る職場の業務調整、各自が準備すべき携行資機材、情

報収集および移動手段の確保等について学ぶ講義でし

た。 
 

実習：発災時の机上シミュレーョン 

～ 参集から被災地活動まで～ 

講師：日臨技災害対策WG委員および 

ファシリテーター 

当会が被災地支援のために会員の技師を派遣すると

の想定で、参集から被災地での活動までを机上シミュ

レーションしました。グループワーク形式を中心と

し、職場での業務調整は可能か、被災地の情報収集は

可能か、移動手段の確保は可能か、被災地ではどこの

指揮下に入るべきか、他団体との協働は可能か、具体

的な支援策の策定等について、災害対策WG委員がファ

シリテーターとなり、起こりうる想定事項を付与しな

がら、ディスカッションを通して学んでいく講義でし

た。 

 

今回の研修会では実際の災害が起きた際に臨床検査

技師としてではなく、一人の医療人として災害対策に

携わる人材の育成や考え方を伝授する研修会となりま

した。このような研修会を通して、日臨技および都道

府県臨技会が災害対策チームの組織を構成し、来るべ

き災害に臨床検査技師会としての備えを行って行きた

いと思っています。 

（担当理事 深澤 恵治） 

 次ページに受講者からの感想をご紹介いたします。 
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石田 彰弘  

 令和元年12月14日（土）、15日（日）に日本臨床検

査技師会館にて開催された「令和元年度 災害派遣技

師研修会」に参加させていただきました。本研修では

テーマとして「被災地での医療支援活動のために」が

掲げられており、実際に災害が起きたと想定し講義が

進められました。 

研修初日の講義では「災害医療概論」と「被災地内

で医療活動を行うために必要なこと～ロジスティック

スを中心に～」から災害の定義、救急医療との相違、

災害医療の流れ、また被災地における関係機関（他職

種、他団体、行政）との連携、資材管理、記録ツール

やその使用方法と記録の重要性について学びました。 

講義が進むにつれ、講師の先生方の熱意と膨大な情

報量に圧倒され、時間はあっという間に過ぎていき配

布された資料に目を通すのが精一杯でした。しかし、

その資料の一文に「災害が起こる度に反省と教訓…少

しずつ進歩！！」この短い一文は、これまで災害医療

に携わり多くの困難を極める状況の中で被災地、被災

者のために尽力された先生方から我々へのメッセージ

のように感じ感銘を受けました。 

そして、本研修の核となる「CSCATTT」の重要性に

ついては「災害時において始めて顔を合わせるメン

バーと同じ方向性を持つためには、チーム内での自分

中村 聰(水戸済生会総合病院) 

 近年、自然災害が増加している中、被災地において

我々が活動できることは限られ、ニーズもないと思っ

ていましたが、研修を終え間違った思い込みだと気づ

くことができました。 

 講義では災害医療概論で救急と災害医療の違い、

CSCATTT、被災地入りまでの準備の重要性、被災地で

の心構えを学びました。また、発災時の机上シミュ

レーションを通して、被災地での活動目標を忘れない

ための行動、家族や職場に配慮し、安全第一で行動す

る実践的な体験をすることができました。そして、被

災地で活動するには、医療知識を含めたコミュニケー

ション術・行動力・観察力が求められ、心に寄り添う

対応が重要であると改めて感じました。また、被災地

で活動した講師の話を聞き、災害医療の難しさを理解

しました。 

災害はいつ起こるかわかりません。発災時には、す

ぐに行動ができるよう日頃から情報収集に努め、認定

認知症領域検査技師を取得している者として、災害対

策に高齢者の目線で関わるよう研鑽を重ねて行きたい

です。 

の立ち位置を理解し、チームメンバーと密に連携、協

調しチームリーダーへの報告および指示のもとに行動

することが重要である」と講師の先生方は何度も説明

されていました。それと「被災地、被災者から必要と

される医療支援者像」とは「検査技師+α」ではなく

「医療人+α」である、この言葉の意味と深さについ

て非常に考えさせられました。 

初日の最終講義では先日の台風15号によって自施設

が実際に被災され、しかも当直帯というマンパワーの

非常に少ない中で施設の機能維持のために奔走し、

刻々と変わっていく状況がいかに困難であったか、そ

れでいて迅速で的確、しかも臨機応変に対応を取られ

ていた講師の先生のお話からその時の苦労が伝わって

きて、自分だったらその時々でどのような対応ができ

たのか？と想像しながら拝聴させていただきました。 

研修２日目は「災害医療机上シミュレーション」が

グループワーク形式で行われ、設問ごとに発災直後か

ら災害時においてとるべき行動についてファリシテー

ターの先生から助言をいただきながらシミュレーショ

ンが進められました。同じグループ内には自施設内で

管理職に就かれている方が多くファリシテーターの先

生と活発な討論がなされており、一般スタッフでしか

ない私はうまく討論の場に加わることができず、もっ

と積極的に参加し勉強させていただくべきであったと

反省させられました。 

災害はいつどこで起こるのかは誰にもわかりませ

ん。今回の研修で学んだ「支援」と同じくらい重要で

ある「備え」はすぐに始めることはできるので、まず

は職場のマニュアル等の見直しから行っていこうと思

います。 

【研修会場の様子】 

写真上：1日目講義 

写真下：2日目グループワーク 
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 令和元年度全国「検査と健康

展」を地方会場の一つとして、

かしはら万葉ホールで開催しま

した。当日は天候に恵まれず小

雨でしたが多くの方の来場があり、会場はおおいに賑

わい、ここ数年で一番の多さとなりました。各検査

コーナーに行列ができましたが、特に頸動脈エコーは

人気がありました。待ち時間が多少ありましたが、来

てくださった方々は検査を受けられ、結果を真剣に聞

かれていました。中には「三日前に採血したばかりだ

けど気になるから」とおっしゃる方もおられました。

健康に興味を持っていただけるいい機会になったので

はないかと思います。 

（奈良県臨床検査技師会 南田 貴仁） 

 10月27日（日）に福岡

県久留米市 久留米シ

ティープラザ 六角堂広

場にて、全国「検査と健

康展」inふくおか を開催いたしました。前日までの

 10月19日（土）にイオ

ンモール和歌山のイオン

ホールで、「検査と健康

展」を開催しました。りんしょう犬さんパネルが呼び

込みに力をくれました。家族連れも多く子供から年配

者まで参加がありました。子供達は白衣を着て写真を

撮ったり、色水の試験管やエコーで野菜を見たり、楽

しかったようです。大人の方は自分の頸動脈を見たい

方が多かったようです。乳がん模型の触診も大勢され

ていました。顕微鏡観察では、子供達も大人と一緒に

なって細胞を覗いていました。物忘れプログラムは66

件あり、老若男女に人気がありました。展示やパンフ

レットを熱心に見る方には、積極的に声をかけ説明し

ました。養成校コーナーに興味を持って来た中高生も

ありました。医師の相談コーナーでは、「抱えていた

不安が解消しました」と、ゆっくり話を聞いてもらい

安心されたようでした。 

 足を運んでもらうにはどんな体験を用意したらいい

のか、考えて工夫を凝らした結果、子供も大人も技師

も楽しめた検査展になりました。幅広い年代の多くの

方に臨床検査と臨床検査技師をアピールできました。 

（和歌山県臨床検査技師会 脇村 小津江） 

 今回で「検査と健康展」

も７回目を迎えることにな

りました。今年は10月27日

（日）かごしま県民交流セ

ンターを会場とし、以前より広々とした会場での実施

となりました。 

例年人気の高い頸動脈エコー検査や肺機能検査は、

昨年より台数を増やして臨みました。根強い人気の骨

密度、血糖自己測定のほかに、HbA1c等も取り入れる

ことができました。新たな取り組みとして、「がん検

診について」をテーマに臨床検査技師によるミニ講演

会を行いました。大きく映されたスライドを写真に収

める方もいて、こちらも好評でした。また、会場の職

業体験会には高校生７名の参加がありました。熱心に

私達の話に耳を傾ける姿はうれしくもあり、身の引き

締まる思いでした。 

来場者約400名の盛況となり、「検査」への期待を

感じることができました。さらに期待に応えることが

できるよう皆様の声を今後に生かして次回へ繋いでい

きたいと思います。今回、鹿児島大学から３人の先生

方のご協力をいただきました。こうした日頃のサポー

トが臨床検査技師会の団結を一層強いものにしてくれ

るのだと感謝しています。これからも多くの方に親し

んでいただける「検査と健康展」を多くの会員と楽し

みながら続けていきたいです。 

（鹿児島県臨床検査技師会 小濵 里美） 

悪天候とは打って変わって、秋晴れの中、開催するこ

とができ354名の来場者を迎えることができました。

広場での開催でもあり、50枚のパーテーションをつ

かって、各ブースづくり、パネル展示、機材のセッ

ティングと慌ただしく準備を終え10：00より開催とな

りました。各部門のポスターはどれも渾身の一枚と

いった感じに仕上がっており、来場者の皆様も説明を

聞きながら食い入るように見つめていらっしゃいまし

た。終了後は学校でも利用できると、学生ボランティ

アが持ち帰り、これは思わぬ効果でした。頸動脈超音

波検査、保健・医療相談と盛況で待ち時間もかなり

あったと思いますが、苦情もなく待っていただけたこ

とは健康に気を付けたい心の表れではなかったので

しょうか。皆様が笑顔で会場を後にされたことは丁寧

に分かりやすく笑顔で対応してくれた実務委員一人一

人のおかげだと深く感謝しています。全国「検査と健

康展」inふくおか の開催は来場の皆様の健康を見つ

め直すきっかけとなり、携わった臨床検査技師には更

なる成長の場となったと考えています。 

（福岡県臨床衛生検査技師会 池上 新一） 
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 広大な面積を持つ岩手

県において巡回形式で記

念すべき県内一周を達成

となる第５回目を一関市

で開催しました。事前告知として、「コミュニティFM 

アスモ」の生放送で臨床検査技師と「検査と健康展」

のPRをし、また会場のコープ一関 コルザ様の掲示板

を使用し告知を行いました。当日は厳しく冷え込む天

候の中、参加者は163名と多くの方々に来場していた

だきました。来場者はとても真剣に検査を受けていた

のが印象的でした。来場者からは「今の自分自身の状

態がわかって、来てよかった」との感想や、「臨床検

査技師さん頑張って！」との声援もいただきました。

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、色とりどりのバルーンを持った子ど

もたちで会場内は賑わいを見せていました。盛岡地区

と南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せてくれまし

た。 

（岩手県臨床衛生検査技師会 川村 将史） 

 静岡県臨床衛生検査技

師 会 で は、11 月 ２ 日

（土）静岡市清水区のエ

スパルスドリームプラザ

にて、「検査と健康展」を開催いたしました。来場者

は、各体験ブースで自身の健康に向き合い、真剣な眼

差しで我々の検査説明を聞いてくださいました。医師

相談ブースでは、静岡県立総合病院 島田俊夫先生に

お越しいただき来場者の検査結果説明から健康アドバ

イスも行っていただきました。本イベントを通して、

臨床検査の重要性を十分に伝えることができたと感じ

ています。 

（静岡県臨床衛生検査技師会 坂根 潤一）  

11月４日（月・祝）、晴天の長居公園自由広場にて

全国「検査と健康展」in大阪を開催しました。臨床検

査体験コーナーでは、非侵襲的ヘモグロビン測定・

AGE [細胞年齢] 測定 (各350名) 、物忘れチェック 

(170名) を実施。臨床検査展示・検査相談コーナーで

は認知症関連等のパネルを展示して臨床検査関連リー

フレットとメタボメジャー (約400名分) を配布しま

した。またMBSラジオイベント 秋まつり2019も同時開

催(参加者 40,300名)されており 、当会は「大阪府臨

 第６回宮城県臨床検

査技師会「検査と健康

展」を 11月９日（土）

イオンモール富谷にて

開催しました。検査体験コーナーでは、頸動脈超音波

検査、血管年齢、肺年齢、骨年齢の各検査、物忘れ相

談プログラムを実施し、臨床検査技師による説明を行

いながら、のべ542名に検査を体験していただきまし

た。各検査結果を貼付する台紙には、イラストを使用

した簡単な検査内容を掲載し、検査に関する資料等も

配布し、臨床検査に興味をもっていただけるように工

夫しました。 

 来場者がボランティアの検査技師と和やかに会話を

する姿が各所で見られました。物忘れ相談プログラム

の待ち時間には、認定認知症領域検査技師による説明

が行われ、認知症の早期発見について知っていただく

機会になったと考えます。 

（宮城県臨床検査技師会 小野寺 佳子） 

 山形県臨床検査技師会

の全国「検査と健康展」

は11月９日（土）にイオ

ンモール天童で開催しま

した。 

 今年は人通りが多い場所での開催で、用意した日臨

技のパンフレットは午前中に全て配布できました。顕

微鏡標本は血液標本等を多くの方から見ていただきま

した。認知症は今年はパネル展示と資料の配布だけで

したが、多くの方から質問がありました。手洗い体験

は今年も小学生を中心に体験していただき、手洗いの

重要性を感じていただきました。骨密度検査は120名

以上の方に実施し、その結果をもとに検査説明をしま

した。臨床検査技師の仕事を紹介するDVDを熱心に見

る高校生もいました。 

（山形県臨床検査技師会 高橋 勝也） 

床検査技師会プレゼンツ 検査と健康 ミニステージ」

と題してイベントに参加しました。ステージでは司会

者と当会 髙田会長、上田理事により臨床検査と臨床

検査技師についてアピールをするとともに「物忘れ

チェック」のデモンストレーションを実施しました。

今回もイベント参加の皆様からご好評をいただき、盛

況に終えることができました。 

（大阪府臨床検査技師会 清水 隆之） 
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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 

（編集後記）「地震、雷、火事、親父」といえば、世の中で、とくに怖いものを並べた言葉です。ただし、「親

父」はオオヤマジ（大きい風＝台風）が訛ったという説もあるそうです。昨年の秋に関東地方を直撃した台風15号

と19号では、備えても想像以上に甚大な被害をもたらすことが実証されました。それでも、「備える」ことは大切

です。今回の会報JAMTを読んで、例えば全国各地で開催されている「検査と健康展」等で、災害時における臨床検

査を紹介することで県民や市民に「備える」きっかけを発信できるのではと感じました。      （棟方） 


